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まえがき
『方言文法全国地図』第5集（表現法編H）には，義務・命令・禁止・希望・意志・勧誘・推量・

様態・伝聞・疑問・反語・授受・あいさつの各表現法に関する65枚の言語地図と，参考図として
「透視版調査地点番号地図（第4〜6集）」1枚を収めた。本書は，この地図集の解説であり，「方法」
「各図の解説」「資料一覧」「付録」から構成されている。

第5集の基本的な編集の方針は，第4集までを引き継ぐが，積極的にひとつの項目を複数の地図
で表現したり，それらを総合図化するなど新たな方法を導入している。また，コンピュータを用いた
地図作成の機械化も実現した。「方法」においては，従来の手続きの修正も含め，これらについて説
明した。なお，『方言文法全国地図』全体の目的や調査・地図作成の方法などについては，第1集解
説書において述べているので参照してほしい。
「各図の解説」は，各表現法（例えば，義務表現）について，「概要と記号化」「各図の説明」から
構成され，「各図の説明」ではさらに項目ごとに「語形の採用と統合」「語形の記号化」について述べ

ている。各表現法の項目に共通する語形の採否の方針と記号化の方法については，「概要と記号化」
において説明し，各図ごとの問題については，「各回の説明」で述べるという方針を共通させた。し
たがって，各地図についての解説を見る場合，それぞれの地図が所属する各表現法の「概要と記号化」
も参照してほしい。

解説を行うにあたっては，第4集までと同様，資料性重視の方針に従い，回答語形の採否について
詳細に述べることに努めた。その際，各地の調査者であった方々に調査票の確認や各地方言について
の情報の提供をお願いすることがあった。また，先行研究の成果を参考にしたことは言うまでもない。

すべてについて断ることはしていないが，本書がそうした教示や研究蓄積の恩恵を受けていることを
記しておく。

「資料一覧」では，地図作成のもとになった回答データをほぼ調査者の報告どおりの形で見ること
ができるように一覧化している。なお，「資料一覧」のための基本的な電子化データは，既刊のもの
については，インターネット上（http：／／www．kokken．go．jp／hogen）で公開している。第5集の資料

一覧のデータも準備が整いしだい公開する予定である。

ところで，第4集刊行後，この地図集をめぐって次のような書評がなされた。
渋谷勝己（2001）「書評

国立国語研究所編『方言文法全国地図4』」『国語学』52−4（207）

第4集に関する書評であり，有益な内容であるとともに，いくつかの問題点が提示された。第5集
での新たな方法の導入は，指摘された問題点をいくらかでも解決するものと考える。

『方言文法全国地図』を利用した研究が，すでにさまざまな形でなされてきている。今後も多くの
分野で活用されることを希望する。『方言文法全国地図』は全6集を予定している。今後とも読者諸
賢の御教示を期待したい。

2002年3月

『方言文法全国地図』第5集編集の担当者
国立国語研究所研究開発部門第2領域
大西拓一郎（主任研究員）

三井はるみ（主任研究員）

吉田雅子（研究補佐員）

白沢宏枝

情報資料部門第1領域
井上文子（主任研究員）

非常勤研究員

篠崎晃一

亀田裕見

小西いずみ

方言文法全国地図作成検討委員

日高水穂

小林隆

佐藤亮一

沢木幹栄

内間直仁

言語地図の作成は，上記編集担当者の合議により進めたが，項目ごとの主たる担当者は，次のとお
りである。

義務表現（206〜208図）………大西
命令表現（209〜220図）一・・…佐藤

禁止表現（221〜226図）………三井
希望表現（227〜231図）………三井
意志表現（232〜234図）………亀田
勧誘表現（235〜236図）………亀田
推量表現（237〜240図）………小林
様態表現（241〜242図）・・…・…井上

伝聞表現（243〜252図）………大西

疑問表現a（253〜254図）……小西
（255図）・…………・・篠崎

疑問表現b

（256図）……………篠崎

疑問表現。

（257〜258図）……大西

反語表現（259〜261図）………大西
授受表現（262〜266図）………日高
あいさつ表現（267〜270図）…大西
手書き原稿地図の作成，地図・凡例の校正，見出しカードの整理などの作業は白沢を中心に行った。
語形の採用と統合にあたり，内間は琉球地方の回答について助言した。

解説書は，上記の各分担に従って執筆した。「資料一覧」の作成は，沢木，白沢，大西が中心とな
った。「目次」の英文はピーター・ヘンドリクス氏（オーストラリア国立大学助教授）の助力を得た。
また，地図作成の機械化は大西を中心に進めた。

この他，作業の補助者として外山善朗・溝井晴美・鑓水兼貴・渡辺喜代子氏の協力を得た。
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『方言文法全国地図』の編集にあたり，第5集で追
加・修正した方法について説明する。

方法を採用した。この項目では動詞に相当する部分（具
体的には「行か」などにあたる部分）に適用し，以下の
ように通常の統合規則で統合した見出しを

1．統合規則の修正・追加

〈ikanakereba一〉
〈iganakereba一〉

語形の統合規則に以下の追加・修正がある。

次のようにひとつの見出しのもとに再統合した。

（1）表記レベルの統合

〈（ika，iga）

「ニ」で結んだ表記は，それらをまとめて，「＝」の一

このような統合が部分統合である。

番左側の表記で音声内容として扱うこと，「→」はさら
にそれらが別の表記に統合されることを表す。
＝

［｛］

→

複数の見出しの一部をまとめてひとつの見出しのもと
に統合することは，第2集以降終助詞付き回答で次のよ

﹇i﹈

［t］

nakereba一〉

うに行ってきた。

［UI］＝［田］→［u］

〈ikanakatta−zo＞

［田］＝［山］→［u］

〈ikanakattajo＞

［kwi］＝［クイ］

〈ikanakatta．wa＞

［3］＝［％］

→〈ikanakatta−zojo，wa＞

［r］＝［「］

以下に提示するのは，この終助詞付き回答の統合に類

［oNju］＝［6ju］

した方法であるが，複数の見出し語形の終助詞以外の特

（2）音声レベルの統合

定の部分を統合する方法である。

見出しに統合する表記は〈

〉に括り，その中の音声

この方法により，上記の206図では，動詞「行く」に

内容としてまとめられる表記を直後の（）内に列挙す

相当する部分の全国的な異なりが見えにくくなったが，

る。区別される表記は，「／」ではさんで並べる。また，

第4集の否定表現や第5集で部分統合を行っていない禁

地域などの注記は「…」の後に記す。

止表現などにおいて「行く」を使った項目を扱っている

〈kwi＞／〈ki＞

のでそれらが参考になる。

〈sa＞（sa，θa）…本土
＜sa＞

／

〈θa＞

／

〈ta＞

部分統合により，それぞれの項目にとって余剰的な部

・一琉ヨ求

分を整理して見出しを立てることが可能になり，ねらい

〈θi＞／〈si＞／〈§i＞…琉球

とする部分に焦点があてやすくなる。これが部分統合の

くSU＞（SU，θU，sU）

目的である。

〈SO＞（SO，θ0）…本土
〈cju＞
〈cjo＞

／
／

例えば，上に例を挙げた206図では，凡例上の見出し

〈qu＞

の数が，従来の方法をとった場合224必要だったのに対

〈tjo＞

し，部分統合により145と大幅に減少させることができ

〈te＞（te）／〈cje＞（t∫e）・・疏球

た。このことにより，義務表現としての主要な部分

〈ha＞（ha，fa）…本土

（206図であれば，「なければ」の部分）を中心とした見

〈hu＞（Φu，hu，fu）／〈hU＞（ΦH，hU，fU）…琉球

出しの作成と記号化が可能となった。

2．2．部分統合の方法

2．部分統合

①対象箇所と方法の採否
部分統合を採用するにあたっては，各項目において部

部分統合は，第5集で新たに導入する方法である。

分統合する箇所を決めるが，部分統合の対象となる箇所

2．1．部分統合とは

は，以下の条件をすべて満たしていることを原則とす

を部分統合と呼ぶ。

例えば206図「行かなければならない」においてこの

る。

alD

音声の統合により作成された複数の見出しの一部をさ
らに統合することによりひとつの見出しに整理すること

一3一

当該項目で特に注目する必要がない部分
当該項目の中において一律の規準で特定が可能な部
分

c．その位置が語頭・語末のように一定している部分

3．1．分割の種類

また，次の条件を満たしていることが望ましい。

注目点が複数に分れていて1枚の地図で表現するのが

d．他の項目でその部分の分布が推定できる部分

困難な場合や項目の見出し数が多い場合，複数の地図に

d．の条件を満たす場合は参照できるGAJの地図を解説

分けて地図化したものがある。その際，

（1）語形を部分に分けて地図化→見出し分割型

書で指摘している。

なお，部分統合は，上記条件を満たしていても必ずし
も採用しているとは限らないので，注意してほしい。

（2）見出し全体を複数の地図に分ける→見出し分散型
以上の2とおりの方法がある。
このうち，（1）については，第1集から採られている方

部分統合を採用した場合は，部分統合を採用したこと，

ならびに，どのような箇所を部分統合の対象としたかを

法であり（例えば，34図「だから」と35図「だから」），

各図の解説で説明している。

第4集でも一部の項目で採用した（例えば，159図「高

②見出しにおける部分統合の表示方法
部分統合した部分を（）に括り，統合した見出し表

くはなかった」と160図「高くはなかった」）。

（2）の方法は，第5集で新たに導入した方法である。例

記を「，」でつないで配列している。配列の順は，原則

えば，命令表現や伝聞表現の各項目で採用している。

として共通語読みでの五十音順に従っている。

『日本言語地図』では，一部の項目（例えば第4集236

〈ikanakereba一〉，

〈iganakereba一〉

〜238図の「かたつむり」）で採用されており，これに

→

nakereba一〉

準ずる方法である。

修i口

〈（ika，iga）

〈ikanεba一〉，

〈iganεba一〉，

〈u真〕anεba一〉，
→

〈eganεba一〉，

〈eganεba一〉

〈（ika，iga，iηa，uηa，ega，e茸〕a）

〈iganakute一〉，

〈ekanakute一〉，

〈eηanakute一〉，
→

地図の分割を行う場合，どちらの方法に従うかは各図

〈iηanεba一〉，

以下では具体的な方法について説明する。

nεba一〉

〈eganakute一〉，

3．2．見出し分割型
①

〈Nganakute一〉

〈（iga，eka，ega，eOa，Nga）

の解説で説明している。

なお，部分統合しなかった見出しは，従来のままの形

②語形の承接関係の提示
承接関係の提示は，以下のいずれかの方法に従う。

で見出しに挙げる。他の見出しで部分統合の対象とした
部分があっても
イ列

○

×

（

）に括っていない。

・続く語形があるかないかを表示する場合には，ある場
合にハイフンを入れる。

〈ikaneeke夏jaa一〉

〈（ika＞

語形の統合

語形全体の統合は，一般の項目と同じ手順に従う。

nakute一〉

第5集206図「行かなければならない」

neekerjaa一〉

〈ikanaa一〉

③音声内容の提示

〈ikanaa＞

部分統合した箇所は音声内容を提示しない。
修引

〈（iga，ega＞

nagereba一＞

nagereba一，naYereba一

・必ず前後に続く語形がある場合は，ハイフンを入れな

部分統合しなかった見出しの場合は従来の方法に従

い。

第4集159図「高くはなかった」参照

う。

伊U

＜iganage増a一＞

〈takakuwa＞

iganagelゴa一，fganageりa一

〈takaku＞

④記号化
部分統合した見出しの記号化に関する特別な規則は設

・続く語形があるかないかの区別を表示しない場合には
ハイフンを入れない。

けない。

第4集171図「行ったってだめだ」

なお，2．1．に述べたように終助詞付き回答も部分統合

〈ittatte＞

に類するが，終助詞付き回答については，第4集までと

＜ittemo＞

のつながりを考慮し，従来の方法を踏襲している。

③併用地点における地図上での記号の配列
併用地点における地図上での記号の配列は，以下の規

3．地図の分割

則に従う（第4集解説書13〜14ページ参照）。

4一

a複数に分けたうち，いずれかの地図の併用地点にお
ける記号の配列を固定する（この場合の地図上での

5642．29や5633．42には「245参照」の記号を押印

記号の配列は，語形を分割しない一般の地図と同様

する。

④参照地図見出しの記号

に凡例の順に従う）。

b

243図では，〈amedaseu−wa＞が回答された

残りの地図では，併用で対象となる当該の地点にお

参照地図見出しにあたる記号は，極小記号を与える。

ける語形全体に対して，aで扱った地図の配列に対

⑤併用語形と参照地図見出し

応ずる順に配列する。

a

c

併用回答の地点でも参照地図見出しの記号を押印す

いずれかの地図で併用語形のすべてを通して，同じ

る。その際，同じ参照地図見出しにあたる語形が併

形が現れる地点では，ひとつの記号のみを示す。

用で存在する場合は，ひとつの記号で代表させる。

④続く形がないことの提示

b

併用の記号の配列はそれぞれの凡例に従い，参照地

語形を分割した結果，例えば，後半の地図に提示され

図見出しもこの規則に従う。
次の例を参照のこと。

る語形がないような場合は，

《174》

「nに続く形がないもの」（n篇地図番号）

として提示し，全体の語形が地図から求められるように

回答語形の見出し…扱う地図

する。次の例を参照。

全体
ikunaa

iku
⑤

「雨だそうだ」の地点番号3425．42の場合

（この地点の併用語形は，6個）

前半（n図）の見出し
〈iku一〉

〈iku＞

後半（n＋1図）の見出し

〈amedasoodεε〉………243図

〈naa＞

〈amedazaa＞…・…一・244図

nに続く形がないもの

〈amedazuu＞…………244図
〈amedazεε〉……・・…・245図

その他

〈ameda（加一a＞…………245図

「無回答」「その地点における他の話者の回答」の情
報は両方の地図に掲載する。

〈amedazo−a＞一……・・245図

3．3．見出し分散型

→243図の押印

参照の3記号

①語形の統合

→244図の押印

語形全体の統合は，一丁目項目と同じ手順に従う。

〈amedazaa＞，〈amedazuu＞，243

参照，245参照の4記号

②併用語形の配列

→245図の押印

それぞれの地図の凡例の順に従う。

〈amedazεε〉，〈ameda（茸。−a＞，

〈amedazo−a＞，243参照，245参照の5記号

③参照地図見出し
単純に見出しを分散させるとそれぞれの地点での回答

⑥

その他

・「無回答」の地点は，いずれの地図にも提示し，押印

語形全体が把握しづらくなる。

例えば，《174》

〈amedasoodεε〉，244参照，245

する。

「雨だそうだ」は，243〜245図の3

枚の地図に分散させて扱っている（《》内は調査票にお

・参照地図見出しにあたる記号には「その地点における

ける質問番号）。この項目では，地点番号5642．29や

他の話者の回答」（ダガーマーク）を提示しない。（例

5633，42に〈amedaseu−wa＞という語形が現れるが，こ

えば，243図に244参照があり，244図の特定の地点で

の語形は245図で扱われ，243図や244図の凡例には現

それにあたる語形が採用する参考話者の回答であった

れない。

としても243図の参照地図見出しにあたるその地点の
記号にはその情報を提示しない。）

このような場合，その語形の見出しが現れない図から
も各地点の語形が検索できるように，対応する見出しが
現れる地図を参照させるための見出しを用意し，記号を

4．総合図

置く。このような見出しを「参照地図見出し」と呼ぶ。
参照地図見出しは，それぞれの凡例の末尾に付す。参照

4．1．総合図の考え方
3．「地図の分割」に記したように1項目から複数の地

地図見出しの書式は，「n参照」（n＝地図番号）とする。

例

243図の参照地図見出し＝244参照，245参照

図を作成することがある。

一5一

ない詳細図の語形が存在することがある。その場合は，

この場合，項目全体が一度に見渡しにくいということ
が生じる。そこで，当該項目の全体が見渡せるような地

「n参照」（n＝詳細図の番号）という見出し（参照地

図を作成したものがある。これが『方言文法全国地図』

図見出し）に統合する。参照地図見出しにあたる記号
は極小記号を与える。

での総合図である。総合図のもとになる地図を詳細図と

・詳細図における見出し語形の一部を省略して統合する

呼ぶ。

総合図のもとになる詳細図は，見出し数の多さ（また

こともある。

②表記

見出し語形の長さ）から複数の地図に分けたものである。

・用いる表記は基本的にアルファベットの大文字を用い

ゆえに，総合図を作成するにあたっては，見出しの数を
軽減させることが基本的な要件になる。したがって，通

る。ε，ηなどを含め，できるだけそれ以外の文字の

常の語形の統合規則とは別の方法で見出しを統合するこ

使用は避ける。

・表記体系は見出し表記の大文字化を基本とする。した

とが必要である。

がって，ローマ字とは異なる。

なお，総合図といった場合，複数の関連項目を対照さ

例

せる形の総合図も考えられる。第5集ではこのタイプの

JA（ヤ），

KJA（キャ），

CJA（チャ），

CI（チ），

CU（ツ）など

総合図は作成していない。

・棲音とナ行田ャ行の区別が必要な場合は，「

4．2．総合図を作る項目
見出し分割型（3．2．参照）や見出し分散型（3．3．参照）

」を用い

る。

IKAN

で1項目を複数の地図に分割した場合に全体が見渡せる

ATTA

IKANATTA

ような総合図を1枚作成することがある。

したがって，1枚の地図で全体がおさまる項目では総

IKAN

JATTA

IKANJATTA

合図を作成していない。

区別の必要がない場合は「

なお，地図の分割を行った項目すべてにおいて総合図

IKANDATTA

を作成しているわけではないので注意してほしい。第5

イカンアッタ
イカナッタ
イカンヤッタ

イカニャッタ
」を入れない。

イカンダッタ

集では，義務表現，命令表現，伝聞表現の一部，ならび

・総合図の見出しはく〉に括らない。

にあいさつ表現において総合図を作成した。

・詳細図における語形の一部を一括して省略した場合は
そこを「一」（ハイフン）で表す。

また，総合図における語形の統合方法は，詳細図のよ

例

うに統一的な手順に従うものではない。本格的な分析に

詳細図

〈ikanakatta＞

あたっては，詳細図のデータに基づいて取り組んでほし

総合図
一NAKATTA

③統合の一覧

い0

4．3．総合図の方法

詳細図の見出しをどのように統合したかを一覧できる

①統合

統合の一覧を「総合図統合一覧」として巻末に付けた。

④併用の扱い

・通常の方法により統合した見出しから総合図の見出し

に統合するための汎用的な統合の手順は設けない。各

・併用語形の配列は当該総合図の見出しに従う。

項目で適宜統合を行うこととする。

・詳細図での併用語形が総合図への統合でひとつの見出

・総合図の見出しへの統合は，詳細図における1以上の

しに対応する場合は，総合図の統合に従う。

例

見出しを統合するものとする。詳細図での1見出しを
複数の見出しに分けることはしない。

例

詳細図
〈kakanea＞

×

〈kakanεε＞

ク

図でKAKANEEに統合する場合，総合図では単

総合図

○〈kakanee＞

詳細図のくkakanee＞〈kakanea＞の2併用を総合
用になる。

KAKANEE

⑤

ク

その他

・無回答は，総合図でも無回答のままとする。無回答の

KAKANEA

記号も同じ。

・ダガーマークによる「その地点における他の話者の回

KAKANAE

・総合図への統合にあたり，具体的な語形として掲載し

答」の情報は付けない。
6

ータに適合すること，印刷関係で広く利用されているこ

5．地図化しない項目

とからデータ受け渡しの効率が高いことによる。

また，プラグインを開発したのは，地図作成の一連の
当初地図化を予定していたものの，時間や労力，また，

手順をできる限り自動化する目的による。

収載可能な地図枚数の制限などから地図化を行わなかっ

たのは，以下の12項目である（《》内は調査票におけ

以下では，機械化の手順の概略を記す。

6．1．白地図

る質問番号）。
《155》

Illutratorで読み込める形式の地図を作成し，言語地図

そテく

の記号を配置する807地点に地点を示すコード（地点コ

《156》行くんだ

ード）をテキストデータ（文字列）で置く。これが言語

《157》あの花の美しいこと

地図のもとになる白地図となる。

《162》行きたくてたまらない
《166》行かないだろう

地点コードは，機械（ディスプレー）上での見やすさ
から6桁の地点・番号を0〜9の数字とa〜zのアルファベ

《169》行ったのだろう

ットを組み合わせた36進数（2桁）に置き換えて扱っ

《173》病気らしい

ている。

《177》富士山のようだ

地点番号

地点コード

《186》行くか行かないか

0228．96

00

《192》良いのかな

1807．12

1a

《194》やらないことがあるものか
《195》来るんだって

3761．75

3m

6．2．記号の作成とスウォッチ登録

これらは地図化しないが，本集（第5集）の資料一覧
に収録して，データを公開した。

なお，これらの項目に地図化を拒むような問題が存在
するわけではない。公開データの有効な利用がのぞまれ
る。

必要な記号を作成し，各地図ごとに凡例順の番号を名
称として与えてスウォッチ登録する（この名称をスウォ
ッチ番号と呼ぶ）。これにより個々の記号（オブジェク
ト）を地図ごとにスウォッチ番号で管理できるようにな
る。

また，「あいさつ表現」に関わる以下の4項目は，待

記号

遇的要素を持つことから第6集での掲載を予定してい

0

る。

△
《237》朝（目上）

□

スウォッチ番号

1
2

3

6．3．地点コードースウォッチ番号データの作成

《238》日中
《239》日中（目上）

それぞれの地図ごとの各地点と記号を結び付けるデー

《240》夜（目上）

タを作成する。これは次のようなコンマ区切りのテキス
トファイル（いわゆるCSVファイル）である。

6，機械化

地点コード，スウォッチ番号

00，2
第5集ではこれまでの手作業の押印からかわって，す

1a，1

べての地図の描画をコンピュータで行った。以下では，

1a，3

これを機械化と呼ぶ。

具体的には，ドロー系の代表的なグラフィックスソフ
トであるIllutrator（8．0，

3m，1
6，4．プラグインによる地図の作成

Windows版）をベースに地図

111utratorから地図作成用のプラグインを立ち上げ，

作成を目的としたプラグインを開発し，これらを組み合

6．3．のデータを読み込み，白地図上の地点コード（テキ

わせることで実行した。

ストデータ）をスウォッチ登録した記号（オブジェクト）

Illutratorを利用したのは，扱う画像様式がベクトルデ

に置き換える。併用地点では複数の記号を自動的にアー

7一

クでつないで配列するように設定されている。
0228．96

→

△

1807．12→○■（アークでつながれる）
3761．75

→

0

6．5．整形
プラグインでは，接近した地点どうしの記号の重なり
の回避までは自動化できない。そこで，6．4．で作成した

地図に見られる記号の重なりを手作業で調整する。この
整形作業の参考のため，従来の手作業の押印による地図
も平行して作成した。

6．6．修正
プラグインでは特定のオブジェクトを別のオブジェク
トに置き換える機能も選択できる。ある記号を他の記号
に一括修正する場合にこの機能が有効になる。

6．7．凡例の作成
凡例の見出し・音声内容の文字を作成するのにSummer
Institute
いるSIL

of

IPA

Linguistics（SIL）からフリーで公開されて
fontを利用した（http：〃www．siLorg）。この

フォントにより，凡例上のほとんどの音声記号がカバー
できた。また，…部の未対応文字については，別の文字

コードにより定義付けを行い，印刷所での印刷時には
SIL

IPAとは別のフォントを用いて出力することで，す

べての文字を扱っている。

以上の見出し・音声内容の文字列と各地図で利用する
記号をレイアウトすることで凡例もIllutratorのファイル
として作成した。

6．8．入稿
以上のように地図・凡例ともにIllutrator形式で版下に

近い形のデータを作成し，ファイルでの入稿を行った。

この方法を導入することで校正の工程数を軽滅する効
率化を実現することができた。

6．9．データの公開・利用
開発したプラグインは，Illutrator（8．0，

Windows版）

での作動を確認している。このプラグインならびに第5
集のために作成した6．3．のCSVデータや記号データなど

の諸種データをweb上で公開することを予定している。
このことにより，利用者自身による地図の書き換えなど
が容易になる。資料としての言語地図という『方言文法
全国地図』の位置付けがいっそう明確になり，かつ利用
価値が高まるものと期待する。

一8一

各図の解説

解説の中で用いる略号の一覧
主たる話者の説明
参考話者の説明

ゆ？＃古新多少上下共 ︾
︽

調査者の説明
誘導による回答
回答に対する疑問
だいぶ考えてから答えた

比較的古い表現

比較的新しい表現
比較的使用が多い表現
比較的使用が少ない表現

比較的丁寧な表現
比較的ぞんざいな表現
共通語的・標準語的な表現
調査票での質問番号

主な記号の名称

礁

三つ葉形記号

曲レ草形記号

▼

盃形記号

喜

∀

狐形記号

べた

ズ

腰掛形記号

中白

凋

矢印形記号

丁ぬき

点

鳥形記号

中黒

2

鍵穴形記号

白丸入り

冒

蝶形記号

ぬき

■

扇形記号

一本線付き

禽

桜形記号

二本線付き

★

細桜形記号

二本脚付き

◆

手裏剣形記号

涙滴形記号

拳

歯車形記号

紡錘形記号

★

星形記号

擶円形記号

噸

十字形記号

1，面記号

●

円形記号

「

2。線記号

広V形線記号
十字形丁丁号
雪形線記号
水田印旧記号
直線記号

二コ口線記号
矢印形線記号

十字架形二二号

ぜんまい形線記号
黒丸付き線記号
白丸付き線記号

T形記号

正三角形記号

Y

Y形記号

二等辺三角形記号

Y

脚付きU形記号

平二等辺三角形記号

v

V形記号

正方形記号

》

U形記号

菱形記号

NH形記号

長方形記号

A

矢じ1）形記号

平行四辺形記号

A

ブーメラン形記号

細平行四辺形記号

企

ペン先形記号

小刀形記号

図

蝶ネクタイ形記号

欠け正方形記号

▼ばち形記号

リボン形記号

†あやめ形記号

爪形記号

●

亀甲形記号

分銅形記号

9

花びら形記号

いちょう形記号

1塔形記号

傘形記号

》

若葉形記号

﹀十＊⊥lT→†0177〒−・
V1
亭∩﹀／ム∠

●Oe◎◎O●φ
Q
6●● ▲▲▲■◆■富 ノ6﹂噴霞畠†→

曲玉形記号

太陽形記号

黒四角付き線記号
白四角付き線記号

r

Y

片手付き線記号

両手付き線記号
狭V形線記号
角音叉形下記号
丸音叉形下記号

鍬形旧記号
太鍬形線記号

3．そ

の他

＊

アステリスク

†

ダガー

一

アーク

まとまった形全体で，義務を表現する語形も含めて扱っ

1．義務表現

ている（後のC．に記す4712．40（山形）や，6440．35・
6339．06・6377．ll（以上，島根）の語形を参照）。なお，

1．1、義務表現の概要と記号化

この図においては，「行く」に相当する部分を部分統合
した。

「〜しなければならない」のように動詞の表す行動が

207図はおおむね「ならない」に相当する部分の地図

動作主に義務付けられていることを表す表現を義務表現

である。

として扱う。

208図は，「行かなければならない」全体の総合図で

調査では《154》の1項目で扱ったが，地図化にあた

ある。全体の語形を把握する際に有効であろう。ただし，

っては，「〜しなければ」にあたる部分と「ならない」

語形の統合にあたっては，206図，207図の見出しを大

にあたる部分に分けてそれぞれ1枚ずつ地図にし，全体

幅に整理しているので，詳しくは2枚の詳細図をあわせ

を概観できる総合図を作成した。各図の説明ではそれら

て見ることが必要である。

をまとめて解説する。

A．語形の採否

記号化については，各図の説明を参照のこと。

使用状況が，語形の採用規則から外れるために不採用
としたのは以下の回答である。

1，2．各図の説明

5632．27［tkanekut∫amarane：］（話者は後で併用回答
の壁ganekut∫a：narane：に訂正した。）

206図

行かなければならない

207図

行かなければならない

208図

行かなければならない一粒合図一

6515．41

［ikaηke尊anaraN］

〈？〉（？）

6600．34［ikannand3anaika］（「行かなければならな

いのではないか」の意。調査終了後，項目とは少
しずれるとして，話者は取り消した。）

〔語形の採用と統合〕

7405．10［ikannaraN］（ゆ）〈最近言う人もいる。〉

調査にあたっては，次のような質問文《154》を用い

いずれも話者自身の使用が確実ではないと判断される。

ており，録音でも記録するように求めている。

また，以下の参考話者の提示した語形も参考話者が採

「親しい友達にむかって，「おれはあした役場に行か

用条件に適合しないことから採用しなかった。

なければならない」と言うとき，「行かなければならな

4721．45［臼gannaε］（50歳の話者）

い」のところをどのように言いますか。」

ク

共通語において「行かなければならない」で表すよう

［egannanε］（70歳の話者）

4752．94［eηanε＝gεnεnda］（同席者の回答）

な「行く」義務があるという事実を比較的簡潔に表す表

5548．55［ikanl胆raN］（参考話者の回答）

現をねらいとし，採用の範囲もここに重点を置いた。し

5670，47［igannaraηηa］（同席者の回答）

たがって，予定（「行くことになっている」など）や意

4721．45については，それぞれの同席者についての情報

志（「行くそ」など）に属する表現は採用の範囲から除

が不足している。4752．94，5670．47の同席者については，

いた。また，義務を表しているとみられるものの，その

採用しないことが第4集までに決まっている。5548．55

発生を表す形（「行かなければならなくなった」など）

の参考話者は調査地点と同じ町内（ただし字は異なる）

や簡潔な言い切りではないような形（「行かなければな

の人で，調査に先立って調査者がこの参考話者から予備

らなくてね」など）や様態を含む表現も採用しないこと

知識を受けたらしい。

とした。なお，終助詞付き回答の扱いは，Aα方式（第

また，次の参考話者の注記については，

4集解説書11〜12ページ参照）をとっている。

8363．82［ikan晩janaran］〔一naraηgaとも〕

地図は，3枚からなる。

全体の語形が不明であるとともに，参考話者が採用条件

206図は「行かなければ」に相当する部分の地図であ

に適さない。さらに，全体の語形が［ikannjanaraηga］

る。ただし，この地図には「行かなければ」＋「ならな

であったとしても，終助詞の付かない同形が併用回答に

い」のような2要素に分割することのできない，一定の

見られる終助詞付き回答であり，採用していない。
11

以下の参考話者の回答は採用している。
5653．33

［ikanakutt∫anarane：］

5653．33

［ikanakultt∫anarane：］

127LO5は，「行くとそあるものを」に基づき，全体で
「行くのだぞ」のような内容を表すらしい。
・義務の発生
2765．13

5670．47［iganeradameda］〔「行かなければだめだ」

7381．02

の場合このように言う。〕（再調査の結果）

ク

［iganeranaraN］〔「行かなければならない」

aNkoton：at：a］

・簡潔な言い切りではないもの
3747．46

の場合この言い方も使うが，lgannarandzoが普通〕

［曾ganεe：banannakΨtesa］

・様態

（再調査の結果）
6629．13

［eganebananag｛血natastαte］
［ikarlj

2076．98

［iganεd3aoine］

［parabad司arunki∫a：ri］

次の回答も不採用とした。

737331［イカニャン］

5693．05

8303，70［イカンバンモン］

［ikugide］

なお，5670．47では注記の中に見られる［igannarandzo］

調査時の録音を聴き直すと「行く日です」と答えて，そ

を本来の話者も回答しており，本来の話者の回答として

れを親しい友人に言う場合という状況にあわせて，「行

地図に掲載している。また，8303．70の参考話者は，隣

く日で」という言い差しの形に変更し，それが報告され

接地点8302．79の話者であるが，参考話者としての採用

たことが確認される。

以下の回答は，「行かなければならなかった」のよう

が決まっているものである。ただし，8303．70の場合，
本来の話者がイカンバンデを回答しており，この語形は，

な過去形にあたるものと考えられ，採用しなかった。
4666．42［iganbadamerakkena：］

参考話者の回答と見出しの上でひとつに統合される。そ

〃

こで，地図ではダガーマークを付けず，記号も複数を押

［iganbanaranεkkena：］＜多＞

7659．31

印していない。

その他，待遇上，丁寧語形にあたると考えられる次の

次に回答語形をもとにした採否について解説する。

冒頭に記した当該項目の採用の範囲から外れることに

［ikinno：todarara］

語形も採用しなかった。
8362．31［ig即asummohaηηa］（？）

より不採用とした回答を分類しながら列挙する。

ただし，次の回答には丁寧語形で調査者の注記が記さ

・予定
7237．67

［ikukotonat：ot：ojo＝］

7279．32

［iko：gotonat：∫oru］

れているが，

0330．80［？ikambanaerando：］（行かなければなりま

（＃）

せん）

・意志
1794．54［ittek田r田wa］

語形自体は特に丁寧形ではないと見られることから，採

179994

用している。

［iQtekurukara］

以下に例示したような「行ってくる」を用いた回答

1801．80［ittek田r田wa］
1835．20

［ikuエzo7］

2734．06

［ittekuru3a］

（「行ってこなければならない」など）が見られたが，こ
（？）

れらについては，採用の範囲におさまると判断して採用

3765．93

［サgtαndagara］

4638つ1

［igundakara］

2790．38

している。
［etekonebamanε］

7370．96

［ikutobai］

4712．15

［ettekonεkulteanannε］

7391．41

［itattekuddena：i］

5579，12

［ittekonnaraN］

8300．81

［itatekuide］

6418．54

0228．96

［？ik〜jutt

［ittekoHj

amaraN］

0246．88［？id3i＝kombanaram］

o：］

また，「行かなければならない」という表現における

0247．31

［？il勺usiga］

0248．Ol

［ikuto：］

「ならない」に相当する部分がない語形（すなわち「行

［？ikk

かなければ」などにあたる語形）も簡潔に義務を表現す

〃

iro：］

1271．05［？ikint∫idammunnol］

ることが考えられることから採用した。以下には一部を

12一

例示する。

6593．00

5548．55

［ikanakla］

5575ユ1

［ikana：］

567577

→

＜ikaNnaraN−no勾a＞

．統合し，「（の）だ」類を終助詞相当として扱った。

［iganakutt∫a：］

6700．97

［ikan：aran：od3a］

同様に「行かなければ」相当の場合も，以下のように
5676．44

［iganakereba］

［iganakutt∫a：dai］

→

＜iganakuc（jaa−dai＞

6621．77［ikqpa：da］〈古〉→〈ika可aa−da＞

8300．29［ikamba］

6630．18［ika可a：d勾。］〈自然談話〉→〈ika可aa−d句。＞

B．終助詞の扱いなど

7302．56

終助詞付き回答の採用にあたっての扱いは，冒頭にも

765931

記したようにA方式をとった。したがって，以下の回答

［ikanl勾ake］

→

［ikinno：todara］

7659．62

〈ikanlarjake＞
→

［ikazu炉a：dara］

〈ikiNnooto−dara＞

→

〈ikazu切aa−dara＞

は，終助詞の付かない同形の併用回答の存在により不採

8394．21［ikamb句agana：］→〈ikaNbajaganaa＞

用とした。

9313．46［ikambad3a］→〈ikaNba一勾a＞

2794．15

［eganebaanena：］

以上のうち7659．31，7659．62（いずれも八丈島）の語形

3721．77

［lganεbanannεdeba］

については，飯豊毅一（1959）「八丈島の語法」『国立国

ク

3760．57

［iganεbanεdeba］

語研究所論集』1や1985年に研究所が行ったGAJ編集

［fganebananεna］

の参丁目ための記述調査の結果でも全体でまとまりのあ

4647．69

［iganebanε：sukε甲i］

る語形であるように記述される。このように語形を切っ

4699．06

［弓ganεnaNnε＝da］

て扱ったものの注意が必要である。その他，以上の方法

6437．94
6445．13

［ikana・akannond3a］

に準じて5676．44，7302．56，8394．21，9313．46も扱った

［ika其la：ikeNke：］

が，特に8394．21については，断定辞がやの地域ではな

6512．15

［ikannarannode］

い（GAJを含め多くの資料ではジャが見られる）点に

6543．37

［ikanaikannode］

注意が求められる。いずれにしても異なる観点からの統

6624．54

［ikanakeπja：nannae：da・］

7341．77

［ik負laηkeN］

ク

合がありえるだろう。

その他，終助詞の分離などをめぐる問題を以下に記

［ik41ammON］（ケンを除いた言い方を尋ね

す。

た回答）
〃

次の語形は，

［ikε隻jantotai］

7427．06

3710．70
→

［ikananarannod3a］

［Tηaneb勾atsl血kan毘εatt毘εba］

〈lr〕aneb句acukanεε一attεεba＞

第4集171・172図「行ったってだめだ」において，

1232．38［？ikambanaransa：］

ところで，上に挙げた4699．06，6437．94，6624．54，

7427．06のような例からも理解されるように『方言文法

［ettattqat§山ga即nε・］が見られることを参考にこのように
統合した。

全国地図』では，多くの項目で「（の）だ」類を終助詞

次の語形は，過去形にも．見えるが，

相当として扱ってきた。「行かなければ」相当の語形に

6409．00［ユカンニャーイケンダ］

第4集「行かなかった」で確認すると，イカンダのよう

おいてもこの手続きを適用している。

例えば，「行かなければならない」相当の場合は，以
下ように「→」の右の形に統合している。
5659ユ2
→

以下の語形は，末尾のヤが終助詞にも見えるが，

［iYanaYerebanannend綾jona］

［ika可a：naraNnoN勾a］

［ikannafann（ja］

→

［ikanakla：naran託ミja］

6643．17

［ikanakia：nannaja］
［ik即a＝nann句a］

→

→

→

〈ikanaklaanaran司a＞

＜ikanaklaanaNnaja＞

＜ikar巧aanaNnqa＞

〜ネヤは「ない」に基づくものとして扱った。これは，

第2集の否定形での統合方針（第2集解説書36ページ）

〈ika可aanaraN−noN勾a＞

6575．43

6636．30

ク

＜iganagerebanaNne−Ndε隻jona＞

6466．36

→

と見て，〈jukaN可aaikeN−da＞とした。

［ikanakerebanaranainda］

＜ikanakerebanaranai−Nda＞

5761．80
→

な語形の現れる地点ではない。末尾のダは「のだ」相当

＜ikaNnaraN−n（オa＞

に平行している。

一13一

次の語形の［tt∫otta：］は特殊な形であるが，終助詞と

うに聞える。そこで，このまま採用し，近隣の回答にあ

わせてNzja以下を終助詞として扱った。あるいはheの

見た。
2086．03

→

［haranatta＝naranutt∫otta：］

部分は待遇に関わるものかもしれない。
次の回答は，音韻対応上，ηの現れに問題がある。

〈haranattaanaranu−cqjottaa＞

8361．42［iηannasumaN］

国学院大学日本文化研究所（1990）『琉球竹富島の方言』

この問題はこれまでも繰り返し，触れてきた（第2集解

（129ページ）に例が見られる。

また，以下の語形についても「→」の右のように終助

説書20ページなどを参照のこと）。

なお，琉球では「行けばなる」にあたるような語形が

詞としての扱いを行っている。
115792

［？ikaine：nara＝hi］

2150．17

→

→

〈？量kaineenaraa−hi＞

見られた。
1213．88

［ikadaha：naranniba］

ク

〈ikadahaanaraN−niba＞

［？ikibadunεOuru］

1251．27［？ikiwaruna：ru］

C．特殊な語形（1）

2074．69

次の語形は，
4712．40

［paibadun鋤uru］

［ihabadunarusa：］

『今帰仁方言辞典』（368ページ）に「ヒき一バルナイ

［fり亡Ufannai］

山形県方言研究会（1970）『山形県方言辞典』に「ラン

ル〈行けばぞなる〉行かなければならない」という例が

ナエ（連）…しなければならない。「来一」村山。最上。」

見られ，このような語構成で義務を表現するものと考え

という記述があり，これにあたるものとみて，採用した。

られることから，いずれも採用した。

関連して次の語形は「行きぞなる」のような語形と考

山陰に「終止形＋ヨーナ」という語形が見られるが，
6440．35［ik両。：nade：］（相手も同様の事情下にある

ような場合に言う。）
〃

［ik両。：nake＝］

（ク）

6339．06［ik円。＝nade：］〈相手も一緒に行かなければ

えられる。このような形で義務を表現するものかどうか
は不明な点を残すが，「行けばなる」との類似性を考慮
して採用した。ただし，不採用とした意志の表現とも連
続するように考えられ，注意が必要だろう。
2072．20

ならないような時に使う。＞
6377，11

［ik旦jo：nade：］

［hidunaruns貝ja］

E．語形の統合

これらは，広戸惇（1950）『山陰方言の研究』（島根県立

特殊な統合について説明する。

教育研修所，134ページ）や広戸惇（1949）『山陰方言

以下の語形は，［k］の後に無声化した母音［u］を補

の語法』（島根新聞社，71ページ），また，広戸惇・矢

なって統合した。

富熊…郎（1963）『島根方言辞典』（東京堂出版，702ペ

5679．69

［eηanakt∫ananne］

ージ）で，義務を表す形であることが確認される。また，

5751．78

［eganakt∫anannε］

回答に記された注記も採用の範囲におさまるものと考え

578α84

［eganakt∫ananne］

次の語形では，

られ，いずれも採用している。
D．

5565．12［イカネァイカンノヤ］

特殊な語形（2）

次の語形の末尾の否定辞相当の［man］は，
2068．07［ikadaka＝naraman〕

GAJ第2・3集では確認されないが，『琉球宮古諸島方

（ゆ）

ネァを表記レベルでnεoに統合した。詳しくは，第3集
解説書103ページ右25〜38行を参照のこと。

F．前半（206図）と後半（207図）の分割
以上のように採否を決め，報告された語形全体の統合

言基礎語彙の総合的研究』（1983，199ページ）に
kugaman（漕がない）が見られ，これに相当するものと

を行った。これをもとにして，語形を前半と後半に分け，

みられる。

それぞれについて206図と207図で地図化した。以下で

次の語形は，

はその手続きについて説明する。

まず，前半と後半の分割であるが，おおむね前半は

3702．83［eganebamaehend3a：］

→＜eganebamaehe−N勾a＞

調査時の録音で確認したが，確かに報告された語形のよ

「行かなければ」に後半は「ならない」に相当するよう
に語形を分けた。例示すると以下のようになる。

14一

全体の形

前半

後半

くikanakerebanaranai＞

〈ikanakereba一〉

〈narana重〉

〈ikanakjaanaraN＞

〈ikanakjaa一〉

〈naraN＞

〈iganebanaranee＞

〈iganeba一〉

〈naranee＞

〈ika司aanaraN＞

〈ikaqjaa一〉

〈naraN＞

〈ikanjaaikeN＞

〈ika司aa一〉

〈ikeN＞

ク

3

［イッテコナラン］→〈itteko一〉〈naraN＞

「行かなければ」「ならない」ともに原形を残さない

もの：一応見つけられる切れ目で区切る
4701．13

［lgan早neY］

1868．21
→

ただし，義務表現としての固定化にともなう摩耗した
形が見られる。例えば，イカンナラン，イカナキャナイ，

→

〈igane一〉

〈nei＞

［ittekonainendadeba］

〈ittekonai一〉

〈ne−Ndadeba＞

なお，琉球に見られる「行けばなる」などについては，
「行けば／なる」のように分けた。

イカンナン，イカニャンなどである。これらについては，

1213．88

原形の残し方をもとに以下のような方針で分割を行っ

〃

［paibadun4juru］
［？ikibadun勾uru］

→
→

〈paibadu一〉

〈n綾juru＞

〈？ikibadu一〉

＜naluru＞

た。いくつかの語形を例示して説明する。

1251．27［？ikiwaruna：ru］→〈？ikiwaru一〉〈naan1＞

1

「行かなければ」を残すと見られるもの（イカナキ

2074，69

［ihabadunarusa：］

ャナイなど）：「行かなければ」に相当する部分を前半

2072．20

［hidunaruns旦ja］

1−2

［ikana1⇔anainda］

→

〈ikanakja一〉

〈nai−Nda＞

1−3

八の末尾で説明した「ならない」に相当する形がない

［ika切aN］

→

〈ika句a一〉

ものやC．で説明した特殊なものは全体を前半（206図）

〈N＞

で扱っている。これら後半の地図（207図）に続く形が

イカンバナン

ないものについては，見出しの末尾に「一」を付けず，

734α42［ikambanaN］→〈ikaNba一〉〈naN＞
1−4

207図では，その地点を「206に続く形がないもの」（下

イカネバネ

3766．24

［曾ganε：banε：］

→

〈eganεεba一〉

の例では「なし」と表示）として扱っている。以下の例

〈nεε〉

なお，以下のものはイカニャンとの類似性に基づいて

の最後の2例は終助詞付き回答である。

分けた。
7341．77

［ik句aN］

→

〈ikε弓a一〉

〈N＞

7373．31［イカナンバッテン］→〈ikana一〉〈N−batteN＞

また，以下のものはイカネバネとの類似性に基づき，
分けた。
4710．55

5614，96
→

2

［eηanεnnε］

→

〈eηanεN一〉

〈nε＞

全体の形

前半（206図）

後半（207図）

iganakereba

〈iganakereba＞

なし

ikanalりa

〈ikana1勺a＞

なし

ikaNba

〈ikaNba＞

なし

iηuraNnai

＜iηuraNnai＞

なし

ikazunjaa−dara

＜ikazu喚jaa−dara＞

なし

ik両oona−dee，kee〈ik吋oona−dee，kee＞なし

［iganεnnε：suke］

〈iganεN一〉

〈naruN−s両a＞

の末尾に「一」を付している。

イカニャン

7342．65

〈hidu一〉

〈naru−saa＞

続く語形があるもので，これらについては前半の見出し

イカナキャナイ

1778．45

→

〈ihabadu一〉

なお，以上の例は，いずれも後半の地図（207図）に

にし残りを後半にする。
1−1

→

G．部分統合・総合図

〈nεε一suke＞

このようにして分割した上で，前半の見出しに対して

「ならない」を残すと見られるもの（イカンナラン
など）：「ならない」に相当する部分を後半にし残りを

「行く」などにあたる部分を見出しの上で整理する部分

前半にする。

統合を行った。この部分を整理することにより，義務表

2−1

現に関わる部分に焦点をあてやすくした。

イカンナラン

5527．81［イカンナラン］→〈ikaN一〉〈naraN＞

2−2

具体的には，
〈ikanakereba一〉

イカナラナイ・イカナラン

5702．35

［弓ganaNnε：］

4669，44

［1ηananne］

4711．32

［00ananne］

→

→

→

〈ega一〉

〈iηa一〉

〈iganakereba一〉

＜naNnεε＞
ぐnaNne＞

〈Nりa一〉

のような見出しを
〈（ika，iga）

〈naNne＞

nakereba一〉

6509．07［イカナランゾ］→〈ika一〉〈naraN−zo＞

のようにひとつの見出しのもとに整理した。このことに

6508．60［イカナラン］→〈ika一〉〈naraN＞

より「行く」に相当する部分の全国的な異なりが見えに
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ク

くくなったが，これについては，「行く」を扱いながら

（ika，iga，juka）naklaa−

部分統合を行っていない第5集の禁止表現の一部（221

nal弓aa
〃

図，223図）や第4集の否定表現aなどが参考になる。

na

総合図への統合は，全体の語形を解説書末尾の総合図

ne

ba

na

kutewa

na

kucjaa

na

Ndara

両aa

なし

na

なし

勾a

なし

neba

統合一覧の表1に従って統合した。統合した語形は併用

ク

でもひとつの見出しのもとにまとめられているものもあ

ク

（iga，eka）nakutewa−
ikanaku句aa−

るので注意すること。また，一部の語形は，「206，207

赤ikanaNdara−

参照」として実際上その提示を省略している点にも注意

燈

nakutewa
nakucj

aa

naNdara

（ika，iga，itteko，eka）qjaa−

njaa

してほしい。
ク

H．関連項目

（ika，itakko，iteko，egajuka）na−

類似の語形が見られる項目として，206図．「行かなけ

na

ればならない」に対して第4集153図「行かなければ」，

水ika勾a一

勾a

207図「行かなければならない」に対して第4集172図

緑

Nke工jaa

「行ったってだめだ」と第5集226図「行ってはいけな

〃

ikaNkeηjaa−

N

ke巾a

N

ba

N

kucja

（ika，？ika，iga2i1弓a，？iziiko）Nba−

い」が挙げられる。記号化にあたってはこれらとの連動

Nba

をはかっている。

幻aa

（ika，iga，iBa，itteko，eka，ega，eteko）neba−

クigaNkucja−

Nkucja

茶は「ない」類，赤は「なんだ」類，榿は「ぬ」類，

また，第5集で扱っている命令表現の中でも特に209
図〜214図に「〜なければならない」の形が多く見られ

水は「ず」類，緑は「ん」類，紺はその他のように概略

る。義務表現と命令表現の関連を考察する上で参考にな

相当する。

形は，後後部で以下のように与えている。これも153

るだろう。

図となるべく平行するようにしている。

〔語形の記号化〕

kereba・gereba→二等辺三角形

まず，終助詞付き回答の融合形の仮想は次のように行

ke巾a・k鋼a・ge噂a→正三：角形

った。仮想した語形をもとに前半・後半の分割を行い，

kera・gera→平二等辺三角形

記号化している、

gere→ばち形

6485．49［イカナイカキニ］→〈ikanaikaN＞
8372．47

→

keba・k句a・kea・gea→矢印形

［ikεUV［anaratojaga］

㎏aa・幻a・k幻

〈ikaNnjanaraN＞

a→V形

kε・gε・kkε→矢じり形

6485．49では，［イカナイカン］が併用で回答されており，
これを参考にした。

ke・ge・gge→ブーメラン形

A．206図の記号化

gureba→亀甲型

206図の記号化にあたっては，第4集で扱った否定表

kara→長方形

現の153図「行かなければ」（また一部は154図「行かな

kaa・haa・ka・ga・Ba→T形

いなら」）とほぼ平行するようにした。したがって，詳

kka→十字形

しい方法については，第4集解説書51〜54ページなら

ku→塔形

びに68〜73ページを参照のこと。

切aa・切a→楕円形

具体的には，以下に例示するような語形の分割に基づ

na→紡錘型

いて，後部で色を与えている（前部は，実際上，記号化

nooto→若葉型

には無関係なので示していない）。

勾a→爪形

色
回
ク

見出し
（ika，iga＞nakereba−

後部

後前部

nakereba

na

後後町

daraa・dira・Ndara→涙滴型
daree・naree・？aree・？aroo→円形

kereba

りaa・ra→H形

（ika，iga，eka）nakeエjaa−

nake工jaa

na

ree・dee→分銅型

ke工jaa
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前部

後部

naranai

nara

nai

naN

na

N

nee

なし

nee

ク榿ク

Nne

N

ne

ikenai

ike

nai

ikeN

ike

N

ク赤茶〃

色水ク

nee・kinee→傘形
ttaa→星形

ikaN

ika

N

akaN

aka

N

waga「anε

waga「a

nε

maenε

mae

nε

oeN

oe

N

ba・Nba・bba・baa→いちょう形
なし・N→曲玉型

〃

to・do→蝶形
gira→脚付きU形

kutewa・kutea・gutea・kucjaa・kkucjaa・
kuccjaa・huccjaa→直線

kuqla→二股形線
kuc（ja・kkuccja→矢印形線

kkuca・kuta→十字架形線
gutεε→ぜんまい形線

ク

見出し

ク

sumaN

suma

N

gute→黒丸付き線

〃

dekiN

deki

N

kutte→白四角付き線

〃

jazane

jaza

ne

dameda

dameda なし

naru

naru

ク緑

kute→白丸付き線

cjara→鍬形線

badu→凹形
waru→丁丁形

なし

形は，前部で以下のように与えた（色とともに提示し

du→手裏剣形

ている）。塗りつぶし方は，172図・226図を参考にしな

joona→鍵穴型

がら，方向とともに，見出しが区別されるように適当に

raNnai→弓形

与えている。

また，塗りつぶし方も153図（一部は154図）とおお

・水

むね平行するようにした。方向については適宜記号の区

nara→円形

別がつくように与えている。補助記号は末尾が「一」で

naera→楕円形

終らない語形（後半（207図）に続く形がない語形）に

naN→2本脚付き円形

ついては上に1本線を付した。ただし，末尾が「一」で

n句a→花びら形

終らず（後半（207図）に続く形がなく），かつ終助詞

naa・na・dONna→涙滴型

付き回答の場合は，頭に1本線を付けるのを省略した。

N→菱形

また，終助詞付き回答の扱いは，206図，207図ともに

なし→平行四辺形

従来の方法に従っている（第4集解説書12ページ参照）。

・榿

なお，206図には山形や島根に見られる全体で義務を

ike・eke・ige・ege→正三角形
ika・iga→二等辺三角形

表す語形（〔語形の採用と統合〕C．参照）も含まれてい
る。これらは，凡例では末尾に配列した。

・赤

B．207図の記号化
後半の207図では，部分統合のような特殊な統合を行

aka→ばち形
・茶

wagara・wagaN・waN→曲玉型

っていない。GAJの一般的な方法に従っている。

この凡例に現れる語形は，第4集172図「行ったって

mae・ma→矢印型

だめだ」や第5集226図「行ってはいけない」と類似の

CUInara→リボン型

語形が多い。そこで，172図と226図の記号化とある程

oe・oi→いちょう形

suma・§lma→U形

度平行させている。

語形を以下に例示するように分割し，前部をもとに色

deki・degi・deke・dTkera→紡錘型
jare→あやめ形

を与えた。
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jaza・jacuka→平二等辺三角形
ara→塔形

dameda・dame→正方形
semeda→長方形
juunaka→蝶形
inaka→太陽形
SjOOganai・SjOOηanai・SjOOOanee→菱形
・緑

naru→星形
narUN→桜形
naaru→細桜形
n句uru→手裏剣形

C．206図と207図の併用語形の配列
併用の配列については，207図の配列に従う。配列方

法については，第4集解説書13〜14ページを参照のこ
と。

D．208図の記号化
色は207図にあわせて与えた。

紺以外では，207図の方法を参考に，紺では，206図
の方法を参考に記号の各要素を与えた。

18一

キロ」，「ジカンダカラオキロヨ」は「オキロヨ」の部分

2．命令表現

を採用した（見出し語形として採用した部分は原則とし

2．1

文節を採用した場合もある）。

て1文節であるが，「オキナイトダメダヨ」のように数

命令表現の概要と記号化

また，上記のような，動詞「起きる」を用いた表現は，

動詞「起きる」「開ける」の2語をとりあげ，これら

動詞を含む文節を原則としてすべて採用したが，「ガッ

の語を用いて命令する場合の表現を「やさしく命令する

コーニオクレルゾ」「モージカンダゾ」のよう．な「起き

とき」と「きびしく命令するとき」の2場面について調

る」を用いずに孫を起こそうとする表現は「その他」と

査した結果を地図化したものである。したがって，項目

して統合した。ただし，「起きる」に当たる形式を含ん

としては，「起きろ（やさしく）」「起きろ（きびしく）」

でいても，見出し語形を立てることが困難な長い表現も

「開けろ（やさしく）」「開けろ（きびしく）」の4項目で

「その他」に含めた場合がある。また，「起きる」を用い

あるが，語形の種類が多いため，「起きろ」については，

ていない表現であっても，「イツマデネテルンダ」のよ

それぞれの項目を2枚の詳細図に分割し，さらに総合図

うな形など，多数回答された表現は見出し語形として立

を作成した。「開けろ」については，それぞれの項目を

てた場合がある。

3枚の詳細図に分割した。

なお，見出し語形として凡例に示した語形・表現と

なお，関連地図として第2集（活用編）に「起きろ」
「開けろ」の地図がある。これらの図は動詞の活用形態

「その他」の回答が併用の地点は，「その他」の回答を地

図に登載しなかった。例えば次のような場合である。

としての命令形を対象にしているが，本集では，活用形

5612．62

［okinaikane］

のほかに「おきなさい」「おきないのか」「おきないとだ

〃

［okinai］

めだ」のような命令表現や，「あけてくれ」「あけてほし

〃

［gohand句。］

い」のような依頼表現など，他人に行為を要請するとき

この地点では，第3答が「その他」の回答にあたる。し

の多様な表現をとりあげている。

かし併用回答に，見出し語形として凡例に示した第1答，

語形の記号化に関しては，各図の説明を参照のこと。

第2答があるので，第3答は，地図に登載しなかった。
一方，次の地点は，「その他」にあたる内容の回答の単

2．2．各図の説明

用であるので，地図に登載した。
5675．77［mo：gohand勾。］

209図起きろ（やさしく）一その1−
210図起きろ（やさしく）一その2−
211図起きろ（やさしく）一総合図一

語形の採用にあたり，『方言文法全国地図』全体の採
用規則に合わないため不採用としたのは，次の回答であ
る。

次の回答は，話者自身の使用語ではないと判断して不
〔語形の採用と統合〕

採用とした。

209図〜211図は「朝いつまでも寝ている孫にむかっ

5659．12［h句akulokirol］〈家によっては言う。＞

て，起きるようにやさしく言うとき，どのように言いま

5670．47［ekk購laogirojo］（同席者の回答）

すか」という質問文《147》で調査した結果を地図化し

6374．58［okisareNka］〈老女の言い方＞
6385．98［okiNsai］〈女性が使う。＞

たものである。

6387．62［h勾。：okisaNse：］＜女性語＞

回答された語形・表現には，「オキロ」「オキレ」「オ
キヨ」「オキー」「オキナサイ」などの単一の語形のほか

6412．87［oki：daga］＜他人が使う。＞

に「ハヤクオキロ」「モーオキロ」「アマリネテネーデ，

6620．15［okira∬ai］＜老婦人の言葉＞

ハヤクオキロ」「ジカンダカラオキロヨ」のような修飾

6650．72［ma：okiNjo］＜女性が使う。＞

句を伴った表現が多数見られた。これらの表現は修飾部

6656，31［he：kuokira∬司。］（条件に合わない参考話

分を削除し，動詞「起きる」を含む文節のみを見出し語
形として採用した。たとえば，「ハヤクオキロ」は「オ
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者の回答）
7331．32［h勾。：okiN∫ai］〈女性が使う。〉

8332．42［okij

答を区別せず，すべて採用した（B方式）。地図見出し

aaηka］〈女性が使う。〉

次の回答は，回答後，話者により「使わない」と訂正

においても，終助詞付き回答とそれ以外をとくに区別し
ていない（β方式）。

されたので，不採用とした。
4781．47

［mo：zikaNdakaraokisa弓jo］

5632．27

［sorosorookirojo］

5742，71

［oYinasai］

〔語形の記号化〕

語形の記号化の方法は，209〜211図と，212〜214図
とで共通であるので，212〜214図の解説の中で述べる。

次の回答は，「孫にむかって言うとき」という質問文
の趣旨に合わないので不採用とした。
2822．49［h句aguoginasai］〈他人の子供に対して言う
とき〉

〃

212図
213図
214図

起きろ（きびしく）一その2一
起きろ（きびしく）一総合図一

［ogire］〈自分の子供に言うとき＞
〔語形の採用と統合〕

6600．34［okirejo］〈息子に言うとき〉

212図〜214図は，先の質問《147》に続いて，「それ

併用のため地図に登載しなかった，「その他」に当た

でも起きないので，起きるようにきびしく言うとき，ど

る回答の内容は，次のとおりである。
4686，51

のように言いますか」という質問文で調査した結果であ

［sonn即inagakuneterundenεoja］

る。語形の採用と統合にあたっては，209〜211図と共

4706．43［mo：nanad3id司。：］

〃

起きろ（きびしく）一その1一

通の方針をとった。

［・9田rer両α］

5612．62

はじめに，語形の採用にあたり，『方言文法全国地図』

［gohand勾。］

全体の採用規則に合わないため不採用とした回答を挙げ

5624．84［onna：marameasamenε：ka］
ク

［onna：marameaakanε：ka］

5628．84

［agaruIgulnatt4jo：］

6412．22

［mo：osonna：zo］

る。

次の回答は，あとで話者により使わないと訂正された
ので，不採用とした。
5632．27

6621．07［mo：okinaitod3ikand勾。］
7407．66

［nani∫ijonna3ikanokureruzo：］

7416．34

［gakko：gaokureruzone：t∫an］

次の回答は，話者自身の使用語ではないと判断して不
採用とした。

5674．80［okisare］（条件に合わない参考話者の回

1213．88［na：？it∫anoi］（「もう時間だよ」の意）
1271．05

答）

［to：？annagininθaha：］

6720．23［okinasa］（条件に合わない参考話者の回

一方，「その他」として地図に登載した回答の内容は，

答）

次のとおりである。
1942．62

ク
〃

7331．32［okiranne：］＜女性のことば＞

［1no＝gakko：nozikaNjo］

7395．63［tegenaraokeNkai］（条件に合わない参考話

［mo：gakko：nozikaNdest血jo］

者の回答）

［mo：gakko：nozikaNdazo］

次の回答は，「孫にむかって言うとき」という質問文

3766．86［makikoz山kand句。：］
3781．21

［〜d31nattazogakko：09亡a

の趣旨に合わないので不採用とした。

re：zo］

7441．02［h句。：okiηka：］〈父親が子に言う場合〉

5608．81［ホーラマダガッコーガオグレルゾ］
5631．26

［rno：3ikand環jo］

5666．89

［ha：3ikanninaruN3ane：ka］

〃

ク

5699，61

［h勾。＝okinasai］〈母親が子に言う場合〉

併用のため地図に登載しなかった，「その他」に当た
る回答の内容は，次のとおりである。

［ha：3ikand句。］

0717．50［Φ田toNmak田rarer田zo］

5675．77［mo：gohand勾。］
ク

［okiro］

0779，88［h句ak田∫inaitogakkoniok田remasu噸。］

［3ikanninar円。］

1794．54［madanetennoka］

［okiruld3ikand3a：naino］

終助詞については，終助詞付きの回答とそれ以外の回

一20一

3721．11

［do：∫itaba3igandado］

4653．66［itsumadeokosare巧ai：］

7354．43［madaokitenaika］

4666．42［maraneteranka］
561520

1231．99［hakuna：？ukiri：di？it∫iηt∫ikamba：na＝］

〔語形の記号化〕

［gakko：okureruzo］

5622・19

［d31ka叩iokurerudo：］

5638．67

［hored3ikaηηaosogunaruzo：］

語形の記号化については，209〜211図と212〜214図
で共通の方法によった。これら6枚の地図の記号化につ
いて，ここで一括して解説する。．

5647．27［ΦutoNgimmukuzo：］
ク

［ΦutoNgimmekureruzo：］

5653．96

［sonnε胆iokinakeKjana：tondetteketobas山zo］

5673．18

［rnadanebutte：kaokureruzo］

5704．30

［h琶jakuokinaldenaNda］

最初に209図「起きろ（やさしく）一その1一」，212
図「起きろ（きびしく）
色は次の類に与えた。

水色……オキロ類

5793．74

［h勾akul∫重laηare］

緑色……オキレ類

6385．98

［kiこlama：nerun句。］

赤色……オキ類

ク

［ki可a：na：nenna］

〃

652795

榿色……オキヨ類

［ki工ja：na：ne隻foruna］

茶色……ウキ〜類

［h4jookintookkasanni∫ikararerudze］

紺色……オキナサイ類

6621．07［oimo：okinaitogohandazo］
6630．18

その1一」について記す。

記号のその他の要素については，おおむね次のような

［naOkaioko∫a：okiruda］

方法で与えている。

7279．32［okiNgotoarebaΦutombagipparuzo：］

オキロ類（水）・オキレ類（緑）・オキ類（赤）・オキ

7385．04［ma＝daneton1勾ane：ka］

ヨ類（榿）には，第1拍と第2拍が同形の語形には同じ

7392．76

［kora：naN∫itoruka］

形の記号を与えた。たとえば，〈okiro＞〈okire＞〈oki＞

8352．61

［okiraN3inai∫i可oika］

〈o嫡。＞にはぬきの円形記号を与え，〈ogiro＞とくogire＞

1213．88［nu：gagandukkj㎝inturu］（「なぜそんなに長

にはべたの円形記号を与えた。また，〈okirojo＞〈okir（オa＞

く寝ているのか」の意）

〈ogiresja＞〈o切are＞〈oklooze＞などのように終助詞や終

1271つ5［？ukut∫int∫ikam皿ja：］

助詞に準ずる文末形式が下接している語形には線付き，

2072．20［ugiranuns両akunumunu：］

または脚付きの記号を与えた。

一方，「その他」として地図に登載した回答の内容は，

ウキ〜類（茶）に関しては，〈ukiru＞＜ugiru＞〈ukirura＞

の3語形を同類（同じグループ）と認めて円形記号を与

次のとおりである。
1799．94［itsumademonetetes句aQtaragaQkookurenl］

え，〈？ukiri＞からくw1ire＞までを同類と認めて正方形

2765ユ3［曾dz山madenedennodeh句ag曲oginede］

記号を与えた。また，＜hukiri＞からくhukunu＞のグル

3702．83［oglrotteetemoog了nenndedO＝S｛加aΦ前tOdabakO

ープに正三角形記号を，＜？ukirani＞からく？uiraNga＞ま

でのグループに小刀形記号を与えた。

めa］

オキナサイ類（紺）に関しては，その中の「オキナサ

3735．77［曾soOanε：bamanianag山nan血jo：］
3766．86［makikodz〔hkand勾。：］

イ」グループに線記号を，「オキンサイ」グループに長

3791．09

方形記号を，「オキナイ」グループにリボン形記号を，

［h勾aguoginεbaogorudo］

4643．56［doju：kott∫ananbenoko∫itemookinde］

「オキサイ」グループに鍵穴形記号を，「オキナ」グルー

4791．23

プに爪形記号を，それぞれ与えた。

［hεOakuokinεtokobusiageqco：］

次に，210図「起きろ（やさしく）一その2一」，213

5517．75［ヤスンガヤローオコサンゾ］（「起きないの

は学校を休むのだろう。これで起こさないそ」の

図「起きろ（きびしく）一その2一」について記す。
色は次の類に与えた。

意）
5684．26［h句ak田okinakeヵaminnagot∫iso：tabet∫imo：zo］

水色……オキナイ鳥類

5713．94［okirot（オuttanoniwakaNnεka］

緑色……オキンカ類

6554．76

赤色……オキナイトダメ類

［h勾ookiteikesa］

一21一

布する語形には三角形記号を，それぞれ与えた。

紺色……以上にあてはまらないもの

記号の形については，おおむね次のような方法で与え

オキナサイ類（茶）に関しては，「オキナサイ」グル
ープにぬきの曲玉形記号を，「オキンサイ」グループに

ている。

べたの曲玉形記号を，「オキナイ」グループに半ぬきの

オキナイカ類（水）とオキン糖類（緑）に関しては，
＜okinaika＞〈okiNka＞などのように内部に準体助詞を含

曲玉形記号を，「オキサイ」グループに中黒入り曲玉形

まない語形には円形記号を与え，〈okinainoka＞

記号を，「オキナ」グループにぬきの曲玉形の大記号を，

〈okiNnoka＞〈okiNtoka＞などのように準体助詞を含む語

それぞれ与えた。

オキナイ馬連（赤）に関しては，まず，末尾が「カ」

形には正方形記号を与えた。また，〈okiNkai＞〈ok｛Nkee＞

などのように助詞の「カイ」やその変化形を含む語形に

で終わる語形には小記号を，末尾が「カイ」で終わるグ

は三角形記号を与えた。〈okiraNka＞〈okeraNka＞

ループには大記号を与えた。そして，「オキナイカ（イ）」

〈okiraNtoka＞＜QkiraNkae＞などのようにokiraNやokeraN

「オキン（カ）」グループにはY形記号を，「オケン（カ）」

を含む語形には大記号を与えた。＜o切aNka＞〈ok￠iaNka＞

グループにはT形記号を，「オキラン〜」「オケラン〜」

などのようにokijaやokejaを含む語形にはU形記号また

「オキヤン〜」「オケヤン〜」グループにはU形記号また

はV形記号を与えた。

はV形記号を，それぞれ与えた。

オキナイトダ群類（赤）に関しては，「オキナイトダ
メ」グループに欠け正方形記号，「〜ダチカン」グルー

オキナイトダメ類（榿）に関しては，「オキナイトダ
メ」グループに欠け正方形記号を，「オキナイトダチカ

プに傘形記号，「オキニャー」グループにT形記号，「〜

ン」「オキナアカン」「オキナイカン」グループに小刀形

アカソ」グループに小刀形記号，「〜イカン」グループ

記号を，「オキネバナラナイ」グループに正方形記号を，

にリボン形記号を，それぞれ与えた。

琉球地域に分布する語形に線記号を，それぞれ与えた。

紺色の類に関しては，〈okijagare＞などの罵倒的表現

紺色の類に関しては，敬語グループ（凡例の〈OKI

に矢印形記号を，「オキテコイ」グループに鳥形記号を，

NAHANRE＞からくUGIWARIJUU＞まで）にリボン形

「オキタラ口引ンベ」グループに丸付き線記号を，「ナゼ

記号・爪形記号・扇形記号などを，「〜ヨイ」グループ

オキナイ」グループに三つ葉形記号を，「オキナイトオ
クレル」グループに蝶形記号を，「オキルンダ」グルー

（凡例の〈OKITAHOOGAII＞からくOKITEMOII＞ま
で）に菱形記号を与え，〈NAZEOKINAI＞からくICU

プに盃形記号を，「イツマデネテルンダ」グループにい

MADENETERUNDA＞までには，それぞれの見出し語

ちょう形記号を，それぞれ与えた。

形に固有の記号を与えた。

次に211図「起きろ（やさしく）一総合図
「起きろ（きびしく）一周合図

」，214図

215図 開けろ（やさしく）一その1−
216図 開けろ（やさしく）一その2−
217図 開けろ（やさしく）一その3一

」について記す。

色は次の類に与えた。

水色……命令形類（オキロ・オキレ・オキ・オキ
ヨ・オキョ・ウキ〜など）

〔語形の採用と統合〕

茶色……オキナサイ類

215図〜217図は「部屋の空気が悪いので，孫にむか

赤色……オキナイカ類
潤色……オキナイトダメ類

って，窓をあけるようにやさしく頼むとき，どのように

紺色・・…・以上にあてはまらないもの

言いますか」という質問文《149》で調査した結果を地

記号のその他の要素については，おおむね次のような

図化したものである。

回答された語形・表現には，「アケロ」「アケレ」「ア

方法で与えている。

命令形類（水）に関しては，「オキロ」グループにぬ

ケヨ」「アケー」「アケナサイ」などの単一の語形のほか

きの円形記号を，「オキレ」グループにべた，または，

に，「トオ

べた的な円形記号を，「オキ」グループに直線記号を，

クナッタカラ

アケロ」「マドオ

ハヤク

マド

アケロ」「クーキ

ワル

アケロヨ」などのように

「オキヨ」グループに鍬形線記号を，「オキョ」グループ

目的語や修飾句を伴った表現が多数見られた。これらの

には狭V形線記号，または音叉形記号を，琉球地域に分

表現は目的語や修飾部分を削除し，動詞を含む文節のみ

一22

を見出し語形として採用した。たとえば，「マドオ
ケロ」は「アケロ」，「クーキ

ク

マド

ワルクナッタカラ

ア

ハヤ

アケロヨ」は「アケロヨ」の部分を採用し

た。

7249．35

［madobaaketqokaku：kibairero］

一方，「その他」として地図に登載した回答の内容は，
次のとおりである。
4643．56［mado：aketesabasabasenka］

また，上記のような，動詞「開ける」（琉球方言の

5508．16［アケテクーキイレカエセーヤ］

「開ける」に当たる動詞を含む）を用いた表現は，動詞

5731．69

を含む文節を原則としてすべて採用したが，「クーキ

6466．36［omaεh句aNnakagakusε：kusε：h勾。：mado：akete

イレ羅臼セーヨ」のように「開ける」を用いていない表
現や，「マド

アケテ

サバサバ

センカ」のように，

［aketese：seto∫iroja］

ku：㎏uirekae可a：ikema：gabokko：kusε：zo：i］

終助詞については，終助詞付きの回答とそれ以外の回

動詞「開ける」を含んでいても，その動詞が文末で命令

答を区別せず，すべて採用した（B方式）。地図見出し

や依頼の形をとっていない表現は「その他」として統合

においても，終助詞付き回答とそれ以外をとくに区別し

した。

ていない（β方式）。

なお，「起きろ」の地図209〜214図と同様に，見出し
語形として凡例に示した語形・表現と「その他」が併用
の地点は，「その他」の記号を地図に登載しなかった。

〔語形の記号化〕

語形の記号化の方法は，215〜217図と，218〜220図
とで共通であるので，218〜220図の解説の中で述べる。

語形の採用にあたり，『方言文法全国地図』全体の採
用規則に合わないため不採用とした回答を挙げる。

次の回答は，のちに話者によって，使わない，と訂正
されたので不採用とした。

218図
219図
220図

開けろ（きびしく）一その1一
開けろ（きびしく）一その2一
開けろ（きびしく）一その3一

5632．27［madoaketekur句a］

次の回答は話者自身の使用語ではないと判断して不採

218図〜220図は，先の質問《149》に続いて「なかな

用とした。

5670．47［sogoageroe：］（条件に合わない同席者の回

［sogoagetekure：］（条件に合わない同席者の

次の回答は，のちに回答者によって，使わない，と訂

6384．87［akeNkana］〈女性のことば＞

649696［mado＝aketekurende］〈女性のことば＞

正されたので，不採用とした。

6527．95［h句。：mado：ak献燈。］〈女性のことば＞

5632．27

［h勾akuakero］

次の回答は話者自身の使用語ではないと判断して不採

6539．22［mado：akerasse］〈田舎のことば＞

6548．53［to＝akerasseコ（条件に合わない同席者の回

用とした。

5670．47［sogoagero］（条件に合わない参考話者の回

答）

6650．72［aketokureN］〈女性のことば＞

答）

6277．12［madoakeJo］（条件に合わない参考話者の

733132［mado：aketekureN∫ai］〈女性のことば〉

併用のため地図に登載しなかった，「その他」に当た

回答）

6548．53［akqoJo］（条件に合わない参考話者の回

る回答の内容は，次のとおりである。

5740．88

語形の採用にあたり，『方言文法全国地図』全体の採
用規則に合わないため不採用とした回答を挙げる。

答）

ク

ある。語形の採用と統合にあたっては，209〜211図と
共通の方針をとった。

回答）

6277．12［madooakero］（条件に合わない同席者の回

5558．21

かあけないので，窓をあけるようにきびしく言うとき，

どのように言いますか」という質問文で調査した結果で

答）

〃

〔語形の採用と統合〕

答）

［kul：kinoirekaeseJo］

ク

［madoaketek田：kinoirekaes司。］

［akehateηka］（条件に合わない参考話者の

回答）

［jare＝］

6563．87［madoaketekuresa：］〈女性のことば〉

662LO7［mado＝aketeku：kiwoirero］

一23

5517．75［アケンデモエー］

6720．23［h則akuakero］（条件に合わない参考話者の

5629．11［damed3anaikasonnakotodewakomar切。］

回答）

5645．43

質問文の趣旨に合わないと判断して不採用としたの

6407．43［madoakeJu：tanoniwakar綾pkae］

は，次の回答である。

6508．60［テレビバッカミトッテイカンヤナイカイマ

6651．93［aken司。］〈依頼の場合は使わないが人にす

ノコトワスレタカ］

すめる場合には使うことがある。〉

6593．98

併用のため地図に登載しなかった，「その他」に当た

1232．38

［z山saniitteaketqaruka］

2095．60

1743，81［lnaOomaOo∫iterebadamedado：］
373577

［akenεkeabjo：kininarunekka］

5584．79

［sekkaku1］

5585．09

［h勾aku1］

〔語形の記号化〕

語形の記号化については，215〜217図と218〜220図
いて，ここで一括して解説する。

5587．74［イウコトキカンガドウジャ］
［n即iguzuguzu∫iterunda］

6412．87

［h勾akoto］

最初に215図「開けろ（やさしく）一その1
図「開けろ（きびしく）

緑色……アケレ類

6623．54［oidame3ane：ka］

赤色……アケ類

733397［ナンベンイヤーイーンカ］

1271．05

榿色……アケヨ類

［oikikoeta【〕kakikoene：noka］
aη陶？ε：k

茶色……琉球地域に分布する上記以外の命令形

urawaηga］

紺色……アケナサイ類

［nu：gat∫e：？it∫iN］

2074．69

その1一」について記す。

水色……アケ前室

［ju：kotokikantosense：niso：uzo］

i？it∫

」，218

色は次の類に与えた。

6506．49［ナンベンソッタラワカルンヤ］

734991

［ats句aagunaisitε聖jo：］

で共通の方法によった。これら6枚の地図の記号化につ

5615．20

0228．26［jado？e：rlt∫

［？urε隻ja？i：t∫ikikanna：］

214L52［jatu：akirutila：ripamaikis1kanne：］

［弓＝ts亡αgerar曾tarasassat（オartandalo］

4694．72

6547．33

［hε隻joseηkai∫ibuto勾atsud3a］

123199［pa∫iru？akiri：di？it∫iりt∫ikamba：na：］

る回答の内容は，次のとおりである。
0717．50

［ha＝k旦jare］

記号のその他の要素については，おおむね次のような

［jaduahiri（ljan∫ikanna：］

方法で与えている。

一方，「その他」として地図に登載した回答の内容は，

アケロ類（水）・アケレ類（緑）・アケ類（赤）・アケ

次のとおりである。
0776．88

［akeret∫ultanonina∫itej田：kotokuIreno］

ヨ類（榿）には円形の記号を与え，第1拍と第2拍が同

1799．94

［sonnagoto∫iteakenaikarao3i＝可aNaker吋。］

形の語形には同じ形の記号を与えた。たとえば，＜akero＞

2764．81

［aso＝gaso：gaageneNdabae：e：dz山t∫aager｛hgara

＜akere＞〈ake＞〈akejo＞にはぬきの円形記号を与え，
＜agero＞とくagere＞には，べたの円形記号を与えた。

e］

2764．81［kYkoeder｛カgakIkoedenenogadoNdamoNdaage

助詞や終助詞に準ずる文末形式が下接している語形には

r直lgaagenega］
2765．13

3702．83

線付き，または脚付きの記号を与えた。

［naNdo∫abettaraageNno（尊ε］

茶色の類に関しては，「akirani」グループに正三角形

［agerottaraagerebaeNdenenas山tenaPYs亡αter山

記号を，「hakunu」グループに二等辺三角形記号を，

ndabastUte］

「？eere」グループに盃形記号を，それぞれ与えた。

3754．59［imaagerottanokgYkenεkattaga］
3791．09

また，〈akerojo＞〈akereja＞〈akerosi＞などのように，終

アケナサイ類（紺）に関しては，「アケナサイ」グル

［h句eguagenεbaogorudo］

4772．12［naNbeNtanoNdemomadoakerarenεNdewaoba

ープに線記号を，「アケンサイ」グループに長方形記号
を，「アケナイ」グループにリボン形記号を，「アケナ」

kasaNdadzo］
4791．23［naNb（加ttemokikanedeakenekamanezo：to：sa

グループに爪形記号を，それぞれ与えた。

次に216図「開けろ（やさしく）一その2一」，219図

Nnisikararecco］

一24一

「開けろ（きびしく）一その2

」について記す。

〈akeNnoka＞〈akeNtoka＞などのように準体助詞を含む語

色は次の類に与えた。

形には正方形記号を与え，「アケンカイ」グループの中

水色……アケテクレ類

で，〈akeNnokai＞などのように準体助詞を含む語形には

紺色……アケテクダサイ類

二等辺三角形記号を与えた。

赤色……アケテクレナイカ類

アケナイトダメ類（赤）に関しては，「〜ダメ」グル

記号の形については，おおむね次のような方法で与え

ープに欠け正方形記号を，「〜ダチカン」グループに傘
形記号を，「〜オエン」グループに二本線付き長方形記

ている。

アケテクレ類（水）に関しては，「アケテクレ」グル
ープに円形記号を，「アケテケロ」グループに正三角形

号を，「〜アカソ」グループに小刀形記号を，「〜イカン」

グループにリボン形記号を，それぞれ与えた。

記号を，「アケテクロ」グループに正方形記号を，「アケ

紺色の類に関しては，まず，「アケライン」「アケマ」

チクレ」グループに涙滴形記号を，「アケテオクレ」グ

「アケヤガレ」「アケテコイ」「アケテミロ」グループに，

ループに長方形記号を，それぞれ与えた。なお，それぞ

それぞれ一定の記号を与えた。また，〈aketahoogaii＞な

れのグループについて，終助詞や終助詞に準ずる文末形

どの「〜イー」グループに直線記号を，「ナゼアケナイ」

式が下接している語形には，線付き，または脚付きの記

グループに鍬形線記号を，「アケテ」グループに片手付

号を与えた。

き線記号，または，両手付き線記号を，「アケトケ」グ

アケテクダサイ類（紺）に関しては，「アケテクダサ
イ」グループに紡錘形記号を，「アケテクレナサイ」グ

ループに一定の直線記号を，「アケルンダ」グループに
盃形記号を，それぞれ与えた。

ループに円形記号を，「アケテクラッセ」グループに正
三角形記号を，「アケテクライ」グループに小刀形記号
を，「アケテケサエ」グループにリボン形記号を，それ
ぞれ与えた。

アケテクレナイ墨銀（赤）に関しては，「アケテクレ
ナイカ」グループに線記号を，「アケテヤランカ」グル
ープに矢印形記号を，「アケテンカ」グループに平二等

辺三角形記号を，「アケテゴセンカ」グループにV形記
号を，それぞれ与えた。

次に217図「開けろ（やさしく）一その3一」，220図
「開けろ（きびしく）一その3一」について記す。
色は次の類に与えた。

水色……アケナイカ類
緑色・・…・アケンカ類

赤色……アケナイトダメ類
紺色……以上にあてはまらないもの
記号の形については，おおむね次の方法によって与え
た。

アケナイカ類（水）に関しては，〈akenaika＞〈akenae

eka＞などのように準体助詞を含まない語形に円形記号
を，〈akenainoka＞〈akeneenoka＞などのように準体助詞
を含む語形に正方形記号を与えた。

アケンカ類（緑）に関しては，「アケンカ」グループ
に円形記号を与え，「アケンカイ」グループに正三角形
記号を与えた。ただし，「アケンカ」グループの中で，

一25一

れそれ2枚の地図とした。

《151》《152》では，回答語形のうち，禁止表現の意

3．禁止表現

味を担う中心的な部分（例えば「行くな」「行ってはい

3．1．禁止表現の概要と記号化

けない」などにあたる部分）を221図「行くなよ（やさ

A．語形の採用と統合

の後に続く，主として終助詞にあたる部分を222図「行

しく）」，223図「行くなよ（きびしく）」に登載し，そ
くなよ（やさしく）」，224図「行くなよ（きびしく）」

A−1．禁止表現の概要

に登載した。またこのような扱い方をするのにともなっ

禁止表現は，聞き手に対してある行為を行わないよう

に求める表現である。209〜220図で取り上げた命令表

て，地図名を「行くな」ではなく，質問文にはない終助

現が，聞き手に対してある行為を行うように求める表現

詞「よ」を加えた「行くなよ」とした。その地図に登載

であるのと対をなし，ともに要求表現に属するものとし

されているのが回答語形のどの部分にあたるのかを，ご

て位置づけられる。

くおおまかにでもわかりやすく示しておきたいと考えた
ためである。

調査は，動詞「行く」を用いた次の三つの質問文によ

一方《153》では，原則として，おおむね「行っては」

って行った。質問番号によって示す。

にあたる部分を225図に，「いけない」にあたる部分を

《151》孫にむかってやさしく「そっちへ行くな」と言

226図に登載した。後に「各図の説明」で詳しく述べる

うとき，どのように言いますか。（221・222図）

が，同じ語形であっても，《151》《152》と《153》とで

《152》孫にむかってきびしく「そっちへ行くな」と言

は，地図への登載のしかたが異なる点があるので，注意

うとき，どのように言いますか。（223・224図）

《153》孫にむかって「そっちへ行ってはいけない」と

が必要である。

A−2．語形の採用（1）

言うとき，どのように言いますか。（225・226

ここでは，語形の採用の方針のうち，禁止表現全体に

図）

《151》《152》は，「行くな」という単純な禁止の形

共通する点について述べる。

を提示して，これに対応する各地のさまざまな表現類型

a．多様な表現類型の回答
禁止表現の各項目では，「行くな」にあたる単純な禁

を，「やさしく」「きびしく」という二つの発話態度の場

止の形や，「行っては行けない」に対応する複文の構文

合について求めたものである。このように発話態度の異
なる二つの場面を設定した質問は，命令表現でも行って

をとる形式（イッタラアカソ，イケバマエネ，イッテダ

いる。要求表現は，一般に，聞き手になんらかの負担を

チカン，イッチャナラナイなど）の回答の他に，「イカ

求める表現であるため，話し手による配慮を表すのに

レン」のような可能表現の否定形に由来するものや，

様々な表現上の調整が行われることが知られている。表

「行かないでくれ」のような依頼の形，「行かないように

現形式のバリエーションの地理的分布を明らかにするこ

しろ」「行くんじゃない」「行くのはよせ」「行かない方

とともに，各地の方言において発話態度に応じた話し手

がいい」「なぜ行くんだ」など，間接的な表現を含めた

の配慮がどのような言語形式をとって現れるかを見るの

様々な回答があった。以下に，「行くな」類「行っては

が，この質問項目の大きなねらいである。実際得られた

いけない」類以外の中から例を挙げる。

回答を見ると，例えば，「行かないでくれ」のような依

・行かれない

頼の形による回答は《151》に現れ，「なぜ行くんだ」

《151》

のような疑問文による詰問的な表現は《152》に多いと

《152》

いうように，用いられる表現類型に異なりが現れている。

《153》

終助詞や待遇表現にも違いが見られる。

・行くまい

7416．34
ク
5558，21

［ikaren

jo］

［ikaren］
［ikareU疋〕εしja］

《151》5516．19［イクマイゾ］

一方《153》では，禁止表現の中でも特に「行っては

《152》4686．51［igumε］（［iguna］の［na］は禁⊥ヒを表

いけない」に相当する各地の表現形式を得ることを，お

すが，［mε］は相手に有無を言わせない強制

もなねらいとしている。

地図化にあたっては，《151》《152》《153》とも，そ

力を持つ言い方）
26

《153》8322．68［i？medo：］

表現」とし，これに収まると見られる回答は，間接的な

・行かないでおこう／行かないでおけ

表現を含めて，広く採用することにした。上記の類の回

《151》5527．81［イカントコ］（やさしい表現）

答はすべて，採用の範囲に入るものとして扱った。

《152》
《153》

5527．89
6573．79

［ikantook即a］

例えば，「行かないでくれ」「行かない方がいい」など

［ikantok氏ja］

の，依頼や選択の提示の表現は，直接的な禁止の表現で

・行かないようにしろ／しなければだめだ

はないが，依頼する，あるいは，話し手が望ましいと考

《151》

える選択を提示することによって，間接的に「行く」と

5653．96

［ikaneJo担i∫iro］

7391．41［ikangotosenbatsumaraNyo］
《153》

469472

いう行為を行わないように求める機能を果たすと考えら

［igaNjoUlis〔類a］

5579．12

れる。これらの表現類型は，《151》と《152》のうち，

［ikaNljo皿i∫茸ojo］

《151》だけに現れており，「やさしく」という発話態

・行くんじゃない

度との関連がうかがわれる。また，「どうして行くんだ」

《151》

6634．32

［iku3a：na麺。］

「行くのか」などの疑問文による表現も，やはり，直接

《152》

5656．64

［ikund：5ane：］

的な禁止の表現ではない。詰問やとがめ立てをすること

《153》

6421．57

［fkUdana司。］

によって，間接的に「行く」という行為を行わないよう

・行くのはよせ

に求める機能を果たすと考えられる。こちらは，

《151》6624．54［ikunow句。∫in母lo］

《152》

〃

《151》と《152》のうち，《152》だけに現れており，

［ikunojos司。］〈第1答より厳しい言い

「きびしく」という発話態度との関連がうかがわれる。

方〉

《151》「行くなよ（やさしく）」，《152》「行くなよ

・行くことならん

（きびしく）」では，発話態度の違いの反映を含め，幅広

《151》5566．37［イクコタナランゾ］

くさまざまな表現類型を得ることが調査のねらいである

《152》

7381．02

ク
《153》

［ikukot∫anaraNzo：］

ので，このような広い採用範囲を設定しておくのが適当

［ikukotadekeNzo：］〈少〉

7219．50

であると考えられる。発話態度の違いによる表現形式の

［ikkotanaraN］

違いを見るためには，この他にも，回答中の待遇表現や，

・行かないでくれ

感動詞，副詞，終助詞なども含めて，発話態度の違いに

《151》

かかわる可能性がある要素は，なるべくもらさず拾い上

644693

6573．79
《153》

［ikazunioqtekure：］

［ikantoiteηke］

3722．42

5781．23

げておくことが望ましいと思われる。これについては後

［弓ganedekere］

に述べる。

［iganaidene］

一方，《153》「行ってはいけない」は，基本的には，

・行かない方がいい／行かないのがいい

「行ってはいけない」に対応する特定の構造を持つ表現

《151》5546．66［イカンホガヨイ］

形式に注目した項目である。したがって項目のねらいを

5605．57
《153》

［iganε：ho：gai：zo］

3783．ll

7382．77

尊重すれば，回答の文法的な構造などによって採用の範

［eganεho弓：nda］

囲を限るべきところかもしれない。実際，回答を見てみ

［ikaη9句okadzo］

ると，イッチャーダメダ，イッタラアカソ，イケバマエ

・なぜ行くんだ
《152》

6605．36

7237．67

ネ，イッテダチカンなど，項目のねらいによく合致する
［azeikuda］

回答や，イクンジャナイ，イクノワヨセ，イクコトナラ
ンなどのように，動詞を含む前半部分と，それに対する

［na∫iteikutoka：］

否定的評価を表す後半部分からなるという点で，「行っ

・行くのか
《152》

7275．24

てはいけない」と連続する構造を持った回答が多く現れ

［ittoka］

1261．92［？it∫irusuri：］（行くのか，に相当）
2076．25

ている。

［passo：］

しかしその他に，イクナ，イカレン，イカナイデクレ

その中でここでは，採用の範囲を，「聞き手（＝孫）

など，構造の大きく異なる回答もかなり多く見られる。

に対して，「行く」という行為を行わないように求める

中にはそれだけが単用で回答された地点や，《151》

一27一

《152》には現れていない回答が，《153》に現れている

《152》1868．21［namboittemowakanne：noka］

3702．37［amb山nehaNdem句enejε］

地点も少なくない。この場合，このような回答を採用し

464356［nambe可u＝temoju＝koto：ki幻a：∫endakato：sa

ておくことで，ある地点で禁止表現全体としてどのよう

ηkurutoi：tsukerudzo］

な形が回答されているかを地図上で見渡すことが可能に

4653．66

なる。また別に，調査の場において，この項目がどの範

［nanbeni：bai：kotoj

a］

囲の回答を求めているか，判断が難しいところがあった，

5568．14［サッキイッタノニマダキカンノカ］

というような事情も考えられる。

5587．74［マンダユウコトキケンノカ］
5615．20［damed句。］

このようなことから，《153》においても，《151》

5673．18

《152》と同じく，構文などによって採用範囲を限るこ

［klu：tsukero］

6277．12［deke面u：taro：ga］〈「イッテワデケン（＝

とはせず，「聞き手（＝孫）に対して，「行く」という行

行ってはいけない）トユータタローガ」の

為を行わないように求める表現」であれば，回答語形の

意＞

語構造にかかわらず広く採用することにした。したがっ

6385．98

て，禁止表現の項目すべてをとおして，不採用とするの

［sott∫i：nodokunat∫u：nqpi］

6508．60［オジイチャンノイウコトキカナイカ

は，『方言文法全国地図』全体の採否の方針によるもの

ンジャナイカ］

以外には，次の場合に限られることになる。
・聞き手が孫ではないことが明らかな回答。

6517．35

［akaNakaN］

・「行く」にあたる動詞が用いられていない回答。

6526．55［ドウジヤ］

・意味的に，「「行く」という行為を行わないように求め

6547．33［abunaikaradamedazo］

る表現」から大きくはずれている回答。

6642．32［ikuraittemowakaraηka］

以下は，このようにして定めた採用の範囲にしたがっ

7349．91

7370．30［mataho尊a＝mataho切a：abunaka：］

て，具体的な語形の採否について検討したところを述べ

《153》4658，69［dam弓］

る。

5597．68［ダチャカン］

b．聞き手

5615．20［damed勾。］

まず，次の回答は，注記から，想定されている聞き手

665193［damed勾。］

が孫ではないことがわかるので，不採用とした。

7349．91

《152》7238．82［ikukota：dekeN］〈ていねいで，他人の

た言い方をする。）

「行く」にあたる動詞

ク

「行く」にあたる動詞が用いられていないことにより

5632．27［nanasananasa］（ゆ）〈してはいけない。

［at＝∫inadekeNzo：］（「行っては」を省

いた言い方をする。）

不採用とした語形は，次のとおりである。
《151》5598．95［アカンヨ］

［kikoetaηkakikoen：oka］

7370．30［sot：∫inadekeNzo：］（「行っては」を省い

子に対して＞

c．

［kikoetaηkakikoen：oka］

《151》の2072．20の回答は，「する」の尊敬語にあたる
［warUN］の禁止の形である。

女性に多い。〉（nanaetto（行ってはいけない）

次の回答の中の「イカン」「イケン」は，「行かない」

を誘導したがそれは出ず，上の答えが出た。）

「行けない」にあたるものか，あるいは，「行ってはいけ

5659．46［der田na］（往来へ）
5673．18
ク

［kju：tsukero］

らない。前者なら採用だが，後者だと「行く」にあたる

［sott∫a：abunejo］

動詞が用いられていない回答として不採用になる。例を

6536．18［okeja：］（okuは「止める」の意）
〃

［o㎏a：se］（「おけ」の意）

6575．43
6624．54

ない」の後半の「いけない」に相当するものかよくわか

挙げる。
《151》7219．50［ikantojo］〔ゆ〕〈併用の［itaradekembai］

よりやさしい言いかた〉

［akandzona］

［jos〔オ。］

《152》

6565．14

7321．67

207220［wann勾u：］

28一

［ikaNja］

［ikaNtobai］

7349．91

［ikanzo］

7404．20

［ikendo］

まず，「行ってはいけない」類と同じ語構成（順接の

［ikenzo］

条件表現形式をとる前半部分と，「行く」という行為に

ク

7416．34
《153》

［ikan］

8394．21
〃

2076．96

している。

対する否定的な評価を表す表現の後半部分からなる）を

［ikantojaro：］

持つ，「行くとあぶない」等にあたる次のような回答が

［ikant句aro：］

ある。

［ikanudo：］

・行くとあぶない

《153》「行ってはいけない」の回答を参照すると，

《151》

《151》の7219．50，《152》の6565．14，7404．20，《153》

4672，19

5673．18

の8394．21では，同じ地点に，「〜イカン」または「〜イ

［ikultoabulne：de］

［itt∫a：abunejo］

6512．15

［ittaraabune：dzo］

ケン」という回答は見られない。7219．50は「〜デケン」

《152》5660．50［イッテアブナイデ］

「〜ナラン」，6565．14は「〜アカソ」，7404．20は（上記

《153》

で「イケン」であるのに対して）「〜イカン」，8394．21

は（上記で「イカン」であるのに対して）「〜イケン」

［it∫ikaraabune＝do］

7373．99

［ikutoabunakaコ

・行ったら大変

であり，いずれも上掲の回答の形とは異なる（《153》

《151》

の8394．21には，上掲の他に併用回答がある）。一方，

《152》

《152》の7321．67，734991，7416．34，《153》の

733671

2086．03

［ha：tara＝d3e：d3ido：ra：］

2076．98

［parukade＝zY］

・行ったらおこる

2076．96では，同じ地点，あるいは隣接の地点の回答に，

《152》

上掲の回答の形と重なる「〜イカン」類の回答が見られ

・行くときかない（承知しない）

る。ここから，前者の4地点は，「行かない」「行けない」，

《152》

3791．09

6387．62

［egebaogorudo］

［ikutokikja：seNd自jo］

後者の4地点は「行ってはいけない」の「いけない」に

上記の類の回答は，禁止の理由が「あぶない」という

あたる回答である可能性が一応は考えられる。しかし，

ことに限られていたり，「おこる」「きかない（承知しな

このことだけから確定的な判断はできないと見て，ここ

い）」という話し手の態度に言及しているなど，質問文

では，上記の例を含め，「イカン」「イケン」類の回答は

から，より具体的，限定的な個別の状況を想定して表現

一括して採用することにした。

した回答と思われる。しかし，そうではあっても，質問

ただし次の回答は，注記を見ると，明らかに，「行っ
てはいけない」の「いけない」の部分にあたるようであ

文の文脈から大きくはずれるものではないと見て，これ
らの回答はすべて採用することにした。

る。そこで，この回答に限り，動詞「行く」が使われて
いない回答として，不採用にした。

次に，やはり語構成が「行ってはいけない」類と共通
する点を持つ，「行ったってだめだ」にあたる回答があ

1865．54［ikenai］（「そっちへ行っては」の部分は出
なかった。）

る。「行ってはいけない」は，前半部分が順接の条件表
現形式であるが，これらの回答は，前半部分が逆接の条

なお，「イケン」（行けない）は，禁止表現からずれる

件表現形式であると見られる。第4集171図「行ったっ

ように思われるかもしれないが，北陸や四国で，「イカ

てだめだ」を見ると，それぞれの地点には，これらと同

レン」という，可能表現の否定形に由来する形が，禁止
表現として用いられていることが知られており，前述の

，あるいは類似の形式が現れている。次に例を挙げ
る。

ようにこの地図にも見られるので，これとの関係から採

《151》

用することとしたものである。

《152》

d．意味のずれ

3792．49
3752．13

3772．61

次に，「「行く」という行為を行わないように求める表

［ettatedamedε蔓jo］
［fttatt（麺azanεda∋］

［ittattedeginε：］

《153》260890［iQtemodameda］

現」としては，やや表現内容が限定されていたり，ずれ

3762．42

が感じられる回答について，検討したところを述べる。

8352．61

結論から言うと，以下で取り上げる回答は，すべて採用

一29一

［冨ttatt（オad3igane］

［itat∫麺assendo］

8361．42［idat∫isumando］

これらの回答は，直接には禁止の表現ではない可能性

あるということ，実際にそのような場面が多いというよ

がある。しかし少なくとも，共通語の「行ったってだめ

うなことなどから，《152》にはこの類の回答がまとま

だ」について考えると，「行く」という行為について

って現れたものと思われる。質問文からのずれも大きく

「効果がない」という話し手の判断を示すことで，間接

ないと判断した。

的に，「行く」という行為を行わないように求める機能

また方言によっては，「と言う」が形態的，意味的に

を持ちうるとみることもできる。このようなことから，

変化して生じた終助詞の存在が知られている。例えば，

「行ったってだめだ」の類の回答は，すべて採用するこ

次の山形県の回答の末尾の「ズ（一）」は，そのような

ととした。

由来の終助詞であると言われている。（渋谷勝巳（2000）
「山形市方言における文末詞ズ」『阪大社会言語学研究ノ

次に，「行くなったら」「行っちゃだめだっていうのに」

のように，回答の末尾の部分に「と言う」を含む（ある

ート』2）

いは，「と言う」由来の）形式を持つ回答があり，特に

4740．93

474093

《152》「行くなよ（きびしく）」に多く現れる。このよ

うな表現は，典型的には，一度禁止を申し渡したにもか

［1η山nadz山：］

［Y1〕tαnadzα1］

4741．43

［ηut血nadz山・］

かわらずそれに従わない相手に対して再度禁止する，と

先に挙げた回答の末尾の形式の中にも，このような終助

いう内容を表すと思われる。次に，《152》から例を挙

詞と連続的にとらえられるものがあると思われる。

げる。6594．20の回答は，注記から，そのような状況が
想定されていることがわかる。
4689．11

待遇表現については，待遇の上下に関わりなく，すべ

［弓gunattsu：ni］

473059

ての回答を採用した。

［TU亡肛nattara］

5548．55

以上のことから，「行くなったら」等の類の回答はす
べて採用することにした。

この項目では，上向きの待遇表現を用いた回答が多く

［ikarenatoju二tonnoni］

6560．22［イッタライカンユータラ］

見られた。ただし「上向き」と言っても，目上への敬意

6594．20［itaraakan可u：nqpi］〈なお行こうとしている

を表すような敬語表現ではなく，相手への親しみや丁寧
さを表すものと見られる。このような表現が多く現れる

孫に対して＞

のは，相手が「孫」であること，「禁止」という，相手

6634．32

［ikunatteitta3anaika］

6657．54

［igulnatteba］

に負担を求める内容の表現であること，などによるもの

7322．91

［ikunatteiJoro：ga］

であろう。

7393．63

［ittya：narantoittanoni］

また待遇表現は，「やさしく」「きびしく」という発話

この中には，4730．59に含まれる「ッタラ」や，

態度の違いに深くかかわっている。《151》「行くなよ

6657．54の「ッテバ」のように，形態的にも意味的にも

（やさしく）」と，《152》「行くなよ（きびしく）」の回

本来の形（「と言ったら」「と言えば」）からやや離れて

答を比べると，上向きの待遇表現を含む回答は，

固定化が進んでいるものがある一方，5548．55の「トユ

《151》に圧倒的に多い。逆に卑罵・軽卑のような下向
きの待遇表現を含む回答は，《152》だけに現れる。

ートンノニ」，7322．91の「ッテイーヨローガ」，663432
の「ッテイッタジャナイカ」，7393．63の「トイッタノニ」

これらのことから，禁止表現では，待遇表現を含む回

のように，テンス・アスペクト形式まで含み，実質的な

答はすべて採用するのが適当と考えられる。以下に，上

意味を担っているものもある。ここではこのような内容

向きの待遇表現の例を《151》から，下向きの待遇表現

の違いにかかわらず，これらの類を含む回答はすべて採

の例を《152》《153》から挙げる。

・上向き（親しみや丁寧さを表すものを含む）の待遇表

用した。

採用の理由の一つは，このような表現が《152》に多

現
4706．43［iηlans諏na］〈幼い子供に対して〉

く，《151》にはほとんど現れないことから，《151》と

〃

《152》で求めた発話態度の違いを反映すると見られる

ためである。「きびしく」言う場合というのは，重ねて

4733．35

言う場合ばかりではないが，《151》と続けての質問で

一30

［iuYasslna］〈第1答より年齢が上の者に対

して＞
［eηansulna］

5527．81［イカッシャンナ］
5548．55

《152》

［ikarenna］

5584．79

［｛att∫ie｝ikuエna］

・むこう

5584．79［ikinahanna］〈上＞

《151》5732．77［｛mogo・｝egunaコ

5646．ll［itt∫adamedes両。］

〃

［｛mogo・｝egundenε＝do］

6407．69［イキナルナ］

6613．68［｛muka：ewa｝itt∫句。］

6421．57［偲tewa1kema∫e可。］

6629．13［｛moko：e｝ikuna］

6480．23

［ikinasannεしjo］

6527．20

［ikja：suna］

742138

・下向き

・そこ

［ikkjannana：］

《152》

（卑罵・軽卑）の待遇表現

5602．99

6446．93
《153》

6629．13［｛muko：｝itt∫adameda］

［oikin勾。］

8322．68

《152》

《152》6613．68［｛muko：e｝iku刃ane］

［｛soko｝iku：5a：naε］

7659．31

［｛soke：｝ikulna］

8394．21

［｛sokosana：｝ikuna］

［ikサaganna］

［ikja：ganna］

5793，74

6423．39

・そんなところ／そんな方

［ig勾aηanna］

《151》

以上，「「行く」という行為を行わないように求める表

7393．76

［｛sogyaNtoko｝itatyanaraNbai］

《152》6527．95［｛sonnaho：e｝itteikanwa：］

現」としては，やや表現内容が限定されていたり，ずれ

7392．76

［｛soqjaNtoka｝itatyanaraN］

が感じられる回答を取り上げたが，結果として，これら

また，次の回答の｛｝で括った部分も，方向を示す部分

はいずれも採用の範囲に収まるものとして扱う。

として，同様に扱った。

これ以外に，意味的に「「行く」という行為を行わな
いように求める表現」から大きくはずれていると見て不

《152》6496．96［｛ikunatteho：ewa｝ikuna］

A−3．語形の採用（2）

ここではおもに，語形の採用に関する方針のうち，

採用とした回答がわずかにあるが，それについては「各

《151》「行くなよ（やさしく）」と《152》「行くなよ

回の説明」の中で述べる。

e．

「そっちへ」に相当する部分

（きびしく）」に共通し，《153》「行ってはいけない」で

ところで禁止表現の項目では，質問文に沿って「そっ

は扱いが異なる点について述べる。このような扱いの違

ちへ」にあたる部分があわせて報告された地点が多かっ

いは，それぞれの項目のねらいの違いから生じるもので

たが，地図化に際しては，この部分を削除した形で採用

ある。

繰り返し触れているように，禁止表現項目の中でも，

した。解説でも，特に必要な場合以外は，この部分を削
除して回答語形を挙げている。ただし，《151》《152》

《151》と《152》の二項目は，発話態度の違いによる

に関しては，この部分を「資料一覧」には掲出した。

表現形式の違いを見ることを，おもなねらいの一つとし

《153》では「資料一覧」からも削除した。地点数がか

ている。得られた回答を見ると，発話態度の違いを反映

なり多いので，第1集8図「そんなことを」，10図「あ

する可能性のあるものとして，少なくとも次のような要

れは」，24図「ここに」，31図「それより」とともに，

素が挙げられそうである。

指示詞や「指示詞＋助詞」の形態の分布を見る上で参考

①「行くな」「行ってはいけない」「行くんじゃない」
「行かないでくれ」「なぜ行くんだ」など，表現の諸

になると思われる。

なお，報告された方向を表す部分の中には，「そっち」

類型

とは意味的にずれていると見られるものがあったが，禁

②待遇表現

止表現の回答への影響はないと見て，そのような部分を

③終助詞の有無と種類

含んだ回答も採用している。類別して例を挙げておく。

④一部の感動詞や副詞（コラ，モーなど），呼びかけ
などの付加的表現

1｝で括ったのが，ここで削除した部分である。

⑤「禁止の理由を言う」「禁止を繰り返す」などの，

・あっち
《151》

555691

7416．34

発話の組み立て

［｛att∫i｝ikしun綾ja］

［｛atqli：｝ittaraikan

jo］

このうち①②については，すでに「3．1．A−2．語形の採用

一31一

6478．60［｛コリャ｝イクナ］〈コリャできびしさ

（1）」の中で検討し，広く採用するという方針をとること

とした。③〜⑤の各要素についても，基本的には，なる

を示し，イクナという禁止のところは

べくもらさず拾い上げておくことが望ましいと思われる

《151》と同じ＞

が，実際には，地図に登載する上での制約もあるので，

6519．90［｛コラー｝イクナ］

その点を踏まえて検討する必要がある。

7396．44［ikuna｛kora｝］（＃，強い口調で言うこと

がきびしさを表す方法のようである。）

一方《153》は，禁止表現の中でも特に，「行っては
いけない」に相当する形式を得ることをおもなねらいと

・副詞の類

した項目である。そこで《151》《152》ほどは上記の要

《152》0776．88［｛zettai｝ittaradamedazo］

376057［｛tedemotte｝eguna］

素を重視せずに語形の採用を行うことが考えられる。

6495．07［｛モー｝イクナ］〈モーは問題文にはな

以下では，③④の扱いについて述べる。⑤については，

いが，習慣的に出ることばである。＞

「A−4．語形の統合」で取り上げる。

7370．30［ikeba｛mata：｝abunakaba：i］（この形全体

a．終助詞の採用

で言う。）

《151》《152》では，終助詞の採用にあたって，終助

7275．24［｛mata｝ittoka］

詞付きの回答と，終助詞の付かない同形とが併用で回答
された場合，いずれも採用した（B方式）。また，地図

・人への呼びかけ

化にあたっては，回答語形の中から終助詞にあたる部分

《151》9313，46［｛wagoma：｝abunakkaraikuna］〈お前な

あ，危ないから＞

（それに類する部分を含む）を切り離し，222図「行く

1213B8［paiponno｛mi：gawarabint∫a：｝］〈行った

なよ（やさしく）」，224図「行くなよ（きびしく）」に

らいけないよ，いい子〉

登載した。

ク

《！53》では，終助詞付きの回答と，終助詞の付かな
い同形とが併用で回答された場合，終助詞の付いた回答

［？ikiponno｛milgawarabint∫a＝｝］

《152》5702．35［｛konojaro｝曾guna｛kon（j

aro｝曾tt∫adameda

曾tt∫a…dameda］

は採用しなかった（A方式）。また，地図見出しでは，
終助詞の前にハイフンを入れて表記し，終助詞の異なり

「副詞の類」の3760．57の［tedemo

は統合して挙げた（α方式）。

意味か不明だが，回答中の位置等から推測して副詞と見

b．付加的表現

て削除した。「人への呼びかけ」の1213．88の［mi：gawa

回答の中に，「コラ」などの感動詞，「モー」など副詞

te］は，どのような

rablnt∫a：］は，「孫たちよ」にあたるものらしい。また，

「感動詞」の6547．33，「人への呼びかけ」の9313．46，

や，人への呼びかけを含んだものがあった。《151》
《152》《153》を通じて，これらの部分は削除して採用

5702．35の回答は，地図見出しの語形にする際にさらに

した。解説でも，特に必要な場合以外は，この部分を削

整理をほどこすことになるが，この点については，「A−

除して回答語形を挙げている。ただし，一般に副詞とさ

4語形の統合」で説明する。なお，「人への呼びかけ」

れるもののうち，ナゼ，ドーシテ，ナニなどの疑問詞は

の5702．35の回答中の［…］は，調査者から報告された

削除しなかった。以下に，《151》《152》から例を挙げ

ままの表記である。

「感動詞の類」の6478．60の注記で言及されているよ

る。｛｝で括ったのが，ここで削除した部分である。

うに，ここで削除した部分の中には，「やさしく」「きび

・感動詞の類
《151》

2785．15

3705．92

［｛korakora｝eganeNda］

［egtαna｛kolゴa：｝］

6547．33［｛sa：｝abunaikarait：ewadamedazo］
6621．07
《152》

［lho了｝ikun紅jo］

2720．25

3609．46
3688．82

［｛kore｝ikuna］

しく」という発話態度の表現にかかわるものが含まれて

いると見られる。そこで《151》《152》では，必要に応
じて参照できるように，これらの部分を「資料一覧」に
残した。《153》では，「資料一覧」からも削除した。

c．

［Tgtαnadeba｛hofa｝］

4597．66［｛コラ｝イッテワダメヤ］

「語調」「語気」など

先の①から⑤の中には挙げなかったが，《151》と

［egebamaene｛hora：｝］

《152》には，回答の「語調」や「語気」に言及した注
記が数多く見られた。特に《152》に多かった（「b．付加

一32一

的表現」で挙げた7396．44の例の注記もその一つである）。

が，ごくおおまかに分類すると，だいたい次の四つのパ

例を挙げる。まず《151》の例である。

ターンになった。

5681．22［itt∫a：ikendze：］〈優しく言う。＞

（1）

5701．85［昧uNdene：dzo：］〈調子をやわらかく＞

「あぶないから行くな」「行くな，あぶないそ」の

ような，禁止の理由を含む類

6428．09［イカレンゲ］〈《152》とは違った語調で〉

「行くな，だめだ」「行くなと言うのにわからない

（2）

このうち，5681．22，6428．09では，《152》でも同じ語形

のか」のような，禁止の表現にさらに禁止や詰問の

が回答されている。次に《152》の例。

表現を付加する類

1835．20［ikuma］〈《151》より語気が強くなる。＞

「行くな，行くな」「行くな，行っちゃだめだ」の

（3）

3746．76［β9Ulna：］〈《151》に同じ，それを強く言

ような，「「行く」という行為を禁止する」表現を二

う。＞

回以上重ねる類

5575．11［ittaraakaN］（《151》に比べ，語調がすこ

「行くなと言ったら行くな」のような，同形の繰り

（4＞

しはげしくなる。）

返しが表現として定着していると見られる類

6384．87［itt∫a：ikeN］（《151》とはイントネーション

必ずしもはっきりと分けられるわけではなく， また，こ

が異なる。）

れらの類がさらに複合した回答もある。しかしさしあた

6642．57［ikuna］〈《151》のやさしい表現とことば

は大きく変わらない。語気をきつくして区別す
る。〉

りこのように分類した上で，《151》《152》への現れ方
を見てみると，（1）（2）は《151》《152》ともに現れるが，

（3）（4）はほぼ《152》にのみ現れるというかたよりがあ

このうち，1835．20，3746．76，6384．87，6642．57では，

《151》でも上記と同一の語形が回答されている。

る。このような発話の組み立てとでもいうべきものが，
発話態度の違いとかかわる可能性がうかがわれる。

このような注記から，たとえ語形は同じであっても，

しかしこれらの回答は，語形が長い上に，形がわずか

音調などスプラセグメンタルな特徴に，発話態度の違い

ずつ異なるものが多い。これらをすべてこのままの形で

が現れる，という話者や調査者の意識がうかがわれる。

採用し，一つ一つの見出し語形があまりに長くなってし

しかし，スプラセグメンタルな特徴は地図上には反映さ

まったり，見出しの総数があまりに増えてしまうと，地

れない。221・222図「行くなよ（やさしく）」と，

図による分布の把握が困難になることにもなる。

そこでこのような長く複雑な回答を見出し語形とする

223・224図「行くなよ（きびしく）」を比較して，発話
態度による表現の違いを見ようとするときには，このよ

にあたっては，回答の中の，動詞「行く」を含むひとま

うな点にも違いが現れうることに，注意しておく必要が

とまりの禁止表現の部分をそのまま残し，それ以外の部

あるだろう。注記の内容は「文章による注記」で見るこ

分は省略した上で，省略した部分を〈…〉と表記して採

とができる。

用することとした。上記（1）〜（4）のパターンの中の例でい

A−4．語形の統合

うと，下線を付した部分がそのまま残す部分，下線がな

採用した語形を，地図見出しにどのような形で立てる
かについては，《151》「行くなよ（やさしく）」，《152》

いのがく…〉として扱われる部分になる。省略した部分
の内容は，「資料一覧」で見ることができる。

「行くなよ（きびしく）」と，《153》「行ってはいけない」

以下，（1）〜（4）の各パターンごとに，このような語形の

とで方針が異なる。そこでここでは，共通の方針をとる

整理をほどこした回答を挙げる。適宜下位区分を立てる。

《151》《152》の語形の統合についてのみ取り上げ，

見出しは→の右側のような形になる（語形の前半と後半

《153》については「各図の説明」の中で述べることに

への分割については後の「語形の記号化」で説明する）。

回答に下線を付したのがそのままの形で残す部分，下線

する。

ここでは，見出し語形とする上で，回答された長い語

がないのがく…〉として扱う部分である。
（1）

形に整理をほどこしたケースについて説明する。

ような，禁止の理由を含む類

禁止表現の項目では，さまざまな表現類型の回答が得
られただけでなく，それらを組み合わせるなどした，よ

「あぶないから行くな」「行くな，あぶないそ」の

《151》

り長く複雑な表現の回答も見られた。種々のものがある

0776．88

1739．28

一33一

［abulnegaraigun綾jo］

→

〈

［abumaikaraikanho：夏〕aijo］

iguna一〉〈jo＞

→

1778．45

4772．12

［eg山nattegettanYmaNdawagaranega］
→．〈・gUna一〉〈tt・・ettani…＞

［abunaikaraigundena隻jo］
→

3791．41

ク

〈…ikaNhooηaii一＞go＞

〈…

4792．30［壁guna：wakaneno些a］→〈egunaa…＞

igUNdenai一〉＜jo＞

［Ygunaabunεdo］

→

＜iguna…

4792，38［YgunanaNka句uqtemowakaNnεka］

＞

→

［abuna弓karalttedamqo］

［abunεkara了guna］

→

6423．39

［abunaεkeniku3a：naε］

→

〈一・iguna＞
→〈…

→

→

6593．00［itaraakande：amunaizo：］
6557．65

〈itaraakaN一〉〈dee…＞

9313．46

［abunakkaraikuna］

→

〈…

ikuna＞

1743．81

［abunaikaraigun句。］

→

〈

iguna一〉＜jo＞

1868．21

→

5696．62

［abunaikaraikuIna］

→

→

〈…

→

→

iguna＞

〈…

1743．81

〈一・iguna＞

［ittaraabulnaikaraikulndena麺。］

5675．77

［iU∫aabune：karaigu3a：nejo］
→

〈…

のか」

1271．05

［？ikaηkit1Tit∫in可ikane：］

2074．69

［ihinal（噸a：nnde∫ikanuga：］
→

igU勾aanee一〉＜jo＞

＜…

《152》

6594．20

点がある。ここ

・行くな，だめだ
［ikun勾oakaNakaN］

→

〈ikuna一〉〈jo…＞

〈…naniikUNna＞
［？ikanna］の部分に不明な

では，「行かないで（［？ikanna］）と言っ
聞かないのか（町ikani］）」と見て上

6517，35

《152》

1739，28［ikulnadamedazo］→＜ikuna…＞

記のように採用したカ

4658．42［igunadamedanekka］→＜iguna…＞

いか」の意で用いられるので，

ても（［t∫ant∫in］）

この回答は禁止の意味力
（3）

→〈ikumai一〉〈zo…＞

5556．91［ik田nadam釘azo］→〈ikuna…〉
・行くな
《152》

ク

ミ，［？董kanna］はふつう，「行かな
もしその意味であれば，

・ら離れていることになる。

行くな」「行くな，行っちゃだめだ」の
という行為を禁止する」表現を二

回以上重ねる類

（と言うのに）わからないのか

〈egUna一〉〈tteSettani…

「行くな，

ような，「「行く」

このパターンの回答の場合，「動詞「行く」を含むひ

3770．33［eg山nattegettanYnaNbO弓ttemOwagarane］
→

〉

［Gitosek：aku匂on：qpin即iikun：a］

《151》

5516．19［イクマイゾダメヤゾ］

●●＞

こ準じて扱った。

なお，1157．92の回答は，

表現を付加する類

＞

〈？ikuna一〉〈tiiN

〈ihinaa一〉〈（11aaNNde…

→

禁．止の表現にさらに禁止や詰問の

のような，

→

〈？ikaN一〉〈kicciciN…＞

次の回答もこの類1

ikuna＞

だめだ」「行くなと言うのにわからない

「行くな，

〈？ikaNna一〉〈（jaNciN…

［？ikunati＝ntfikani］

→

→

ikuna一〉＜tt句uutaa＞

1221．48

〈…ikuNdenai一〉＜jo＞

［ikutoabunekaiikuna］

835428

（2）

一一レ

〈…

［？ikannat∫ant∫in可ikani］
→

1868．21

→

＞

→〈…ikuna＞
1157．92

，この類に準じて扱った。

［igebaabunaiiguna］

〈ikuna一〉〈c（juuni…

7347．54［ナンボーユーテモワカランノカイクナ］

ikuna＞

→〈…ittewadameda，〉〈zo＞

《151》

o：ikant（オuttorunoni］

ikaN一〉〈t（オutterunoni＞

7269，52［ma：dawakarantokajkunat：司u：ta：］

6547．33［abunaekarait：ewadamedazo］

次のような回答も

〈…

＞

6642．32［ikuna両ulpiwakaraηka］

→〈ikebadameda…＞
［abunεgaralguna］

〈ikuna一〉〈t句uttemo…

［taigaini∫itokaj

［ikebadarnedaabulnekkara］

3791．41

〈孟ηUN勾anee一〉〈CCinOni…＞

5688．06［ikunat（加ttemokikanainoka］

→〈…ittewadamada一〉〈zo＞

《152》

〈igUna一〉〈t句UUaNni…＞

5679．04［iηuInd3anelt可inoniwaga㎜e：noga］

iku勾aanaε＞

6547．33［abunaikarait：ewadamedazo］

→

＞

5611．95［iguat（加：a卯iwakarangaka］

→〈…ittedame一〉＜jo＞

4790．55

〈iguna…

とまとまりの禁止表現の部分」が回答の中に二箇所以上

〉

［69曲nattegettanlmaNdawagaranedogoga］

ある。ここでは，最初のひとまとまりの部分をそのまま

→

残し，後の部分を省略．して〈…〉で表すことにした。

〈egUna一〉〈tteSettani…

〉

34

・全体を繰り返す
《151》

→〈egunaa…〉

3609．46 ［egα1naeg亡1na］ → 〈eguna… 〉
5702．35

［弓gUna：皐gUna・￠gUn勾0：］

→

（4）

〈egUnaa一・〉

返しが表現として定着していると見られる類

6655．44 ［ikulnεOoikuln句。］ → 〈ikuna一〉〈jo… 〉
《152》

このパターンの回答の場合も，「動詞「行く」を含む

4609．53 ［egunaeguna］ → 〈eguna一・〉

ひとまとまりの禁止表現の部分」が回答の中に二箇所現

5702．35 ［egunatteba弓gunatteba］

れる。やはり，最初のひとまとまりの部分をそのまま残

→

〈eguna一〉〈tteba…

〉

し，後の部分は省略して〈…〉で表すことにした。

・同様の表現を繰り返す
《152》

「行くなと言ったら行くな」のような，同形の繰り

4781．47

《152》に多く現れる，「行くなったら」「行くなってい

［iguNdenε：zonaNdeiguno］
→

うのに」の類の回答との連続性も考慮した。

〈igUNdenεε一〉〈zo…＞

・行くなと言ったら行くな／行くなと言うのに行くな

5702．35［弓guna弓t可adameda弓tt∫a…dameda］

《152》

→＜eguna…＞

1794．54
2761．66

569895［it可adamedaikene：ikene：］
→

→

〈ic（蓼adarneda・一＞

〉

→〈eguna一〉〈ttemo…〉

2086．60［panna可ibakuramiparuwa：raparannariba］

5590．74

［ikuln｛哲uエ：taraikuldanai］

〈paNna一〉〈ciba…

〉

→

繰り返す

6584．38

→

〈賃ttaraikaN…〉

［ittafaakaNakaN］

〈ittaraakaN…〉

［it可a：damedame］→〈ic（jaadame…〉

7400．15

［itf：a：ikaNikaN］

6517．35

［itteakaNakaN］

→

？

ともできるカ

→

→

〈itteakaN…〉

6389．20

なお，2086．60の回答には不明な点がある。［panna可i−

ba］が「行くなと言えば」にあたるのは確かだが，それ

に続く部分がよくわからない。さしあたり，「大変だ
（［kurami］）行っても（［paruwa：ra］）行かないでね
（［parannariba］）」のようなものかと考え，上記のように

〉

〈ikiNsaNna一〉〈luutara…〉

6431．76

［ikuna隻ja：ikuna］

6437．05

［ikun司
→

→

〈ikuna一〉〈重jaa…

u＝taraikuna］

〈ikuna一〉〈luutara…

〉

6480．23 ［ikun句u：tafaikuna］
→

〈ikuna一〉＜juutara…

＞

6497．57 Oukunat（オu：tar句ukuna］
→

採用した。

〈iukuna一〉〈tqluutara…

〉

6560．22 ［イクナユータライクナ］

次の回答は，（1）と（3）の組み合わせである。

→

［abunεkara弓guha弓guNdene：dzo：］
eguna…

〈igUna一〉〈tOittara…

［i1〜insann勾u：tarai1〜insann｛瀕。］

→

また，5702．35の回答の中の［…］

〈…

〈eguna一〉〈（jugaNni…〉

→〈ikuna一＞Ouutara…〉

は，調査者からの報告のままの表記である。

→

〉

6359．38 ［ikun勾u＝tafaikuna］

（2）のパターンと

書，どちらにしても，語形の整理のし

かたは変わらない。

〈eguna一〉〈tteettara…

5617．85 ［イグナトイッタライグナ］

〈icqjaaikaN…〉

6419．18以下の回答は，

〉

〈ikuna一〉〈luutara…

〉

7259．54 ［ikunat：句ultata＝i㎞na］
→

《152》4772．12［abun㌶karaTttedamedat句uttakena（この
部分を再度繰り返す。ここではそれを略す。）

〈ikuna一〉〈tt句uutataa…

〉

7275．24 ［i？na⑪：tarai？n切0］
→〈i？na一〉〈句uutara…〉

kikanainoka］

→〈…ittedameda一〉〈tqjuttakena…＞
4792．30

〉

5615．67 ［egulna1Tmganniegulna・］
→

6651．40

4792．30

〈ikuna一〉〈luutara…

5609．54 ［曾gunatte弓ttara弓guna］

上記のうち，

《151》

〈eguna一〉〈ttara…

［egUnattem・egUna］

→

見るこ

〈ikuna一〉〈ttara…

3723．31

《151》6419．18［イッタライカンイカン］

《152》

→

8325．95［ikunaikutodamedado］→〈ikuna…＞

→

・一 狽

［ikulnattaraikulna］

［eg曲naQtaraegt血naQte：］

7512．05 ［ikunat（オu：taraikuna］

［曾guna：臼guNdene＝dzo＝abunεkara］

→

一35一

〈ikuna一〉〈tqjuurara…

〉

〉

〉

禁止や疑問の終助詞は，当該の表現を構成する上で欠か

次のような回答も，この類に準じて扱った。

せない要素であると見られるためである。

・行くなというのにどうして行くんだ
《152》

1801．80

→
5704．30

なお，禁止・疑問の終助詞と同じ形の終助詞であって

［ikulnatt∫inoninanda］

〈ikuna＿〉〈ccinoni…

も，禁止・疑問の意味を持たないものは後半に含めてい

＞

る。前半と後半の切れ目をハイフンで表す。

［jukunatteju：nonina：∫ite弓kuNda］

→
6615．89

〈jukuna一〉＜ttejuunoni・一＞

ikuna−na，
iccj

［ikunatteju；pinadeikuda］
→

〈ikuna一〉〈ttejuuni…

①「じゃないか」にあたる形式
iccjaadame一二aanaika，

ranεnOga弓gUlnattaraegumaコ
eguna一〉＜ttara…

itaraakaheN−gana

は後半に含めた。

《152》3783．11［sakk￠imoettandagaragitonoj田godowaga

〈…

aaikeN−dona，

ikaNhoogaee−na，

一方，一般に終助詞とされないもののうち，次のもの

〉

次の回答は（2）と（4）の組み合わせである。

→

ikaNtoki−na，

＞

ittaraakaN二j

iccjaa孟keN一勾aNka，

anaikaina

上のような「じゃないか」は，実質的な否定疑問の意

B．語形の記号化
語形の記号化の方法は，《151》（221・222図）「行く

味を担うものではなく，「聞き手が了解しているべきな

なよ（やさしく）」と《152》（223・224図）「行くなよ

のにわかっていない」というような含みを持って，話し

（きびしく）」で共通である。一方これらと，《153》

手の判断を持ちかける，といった働きを持つように思わ

（225・226図）との間には，共通の部分もあるものの，

れる。このような働きは終助詞に通じる。また形態の上

異なる部分が多い。そこでここでは，221・222図と

で「じゃないか」は，終止形（と同じ形）か名詞（また

223・224図の語形の記号化について解説し，225・226

は形容動詞語幹）に接続しており，この点でも終助詞に

図については，「各図の説明」で述べる。

準ずるものとして扱うのに不都合がない。

したがって，以下で説明する記号化の方法はすべて，
《151》（221・222図）と《152》（223・224図）に共通

上述の「じゃないか」と違って推量の意味を担うとも思
われるが，形態上の類似から，やはり後半に含めた。

のものである。

B−1．

また，次のような「んじゃないか」にあたる形式は，

「行くなよ」の前半と後半

eganεεhooaee−Ndenεεga

まず回答全体を，「イクナ」「イッテワイケナイ」など，

一方，「行くんじゃない」などの，末尾に疑問助詞

禁止表現の意味を担う中心的な部分にあたる「前半」と，

「か」を持たない「んじゃない」にあたる形式は，「じゃ

その後に続く，主として終助詞にあたる「後半」とに分

ないか」と似た形態ではあるが，前半に含めた。「行く

け，前半を221図「行くなよ（やさしく）」，223図「行

んじゃない」などの表現全体で，禁止表現を構成してい

くなよ（きびしく）」，後半を222図「行くなよ（やさし

ると考えたからである。

く）」，224図「行くなよ（きびしく）」として地図化を

ikuN勾anai，

ikuN勾aanee，

itto勾ane，

igudenεε，

ikumON勾anaka

行った。

基本的に，終助詞を後半，それより前の部分を前半と

②「のだ」にあたる形式

するが，一部，一般に終助詞とされるものを前半に含め

egane−Nda，

icqjanε一Ndazo

たケースや，逆に，通常は終助詞とされない形式を後半

『方言文法全国地図』の他の項目でもこれまで，「のだ」

に含めたケースがある。

にあたる形式は終助詞として扱ってきている。なおこれ

一般に終助詞とされるものうち，次のものは前半に含
めた。例の表記は地図見出しの表記による（以下同じ）。

ikuna，

ikina，

ikinasaNna，

ikareNna，

iccjo，

も後半に含めた。

③

①禁止を表す終助詞「ナ」「チョ」「ト」

をやや拡大してあてはめ，次の「だろう」にあたる形式

ikaneehooりaii−daroo

「と言ったら」「と言うのに」など「と言う」に由

nanaitto

来する部分を含む形式

②疑問を表す終助詞「ガ（か）」（ただし，「じゃない
か」にあたる形式については後述）

iguna−tteba，

iganemenega

ittaraikaNjuutara，

36一

iηuna−ttara，

eguna−ccuuni，

ikuna−tteitta勾anaika

この類の形式については，「3−1，A−2．d．」で取り上げたの

イッテワイケナイ類…・…・・………・紺・（後述）

で，そちらを参照してほしい。

例：ic（jaaikenai，

itaraakaN，

icqadame

次に，このようにして分割した前半後半二つの部分の

【色】は，おおむね，221図に多く現れる類に暖色，222

記号化の方法について，221・223図と，222・224図と

図に多く現れる類に寒色をあてた。イクコトナラン類の

に分けて解説する。

記号の【形】については，語形の後半が〜ナランであれ

B−2．221・223図「行くなよ」（前半）の記号化

ば円形記号，〜デケンであれば紡錘形記号とした。

はじめに，語形全体の形態からすべての見出しを分類

これ以降は，それぞれの類ごとに語形の分割と記号化

し，その分類によって，記号の【色】と【形】をほぼ決

の原則を決め，記号の【大きさ】【塗りつぶし方】【向き】

める。そして次に，．

【補助記号】を与える。以下，各類ごとに解説を行う。

ｻれぞれの分類ごとに記号のその他

の要素を決めていく。

ただしここでは，221図・223図を合わせた異なり見出

a．語形の分類

し数の多い，イクナ類，イクンジャナイ類，イッテワイ

まず，すべての見出しを語形全体の形態によって分類

ケナイ類のみを取り上げ，それ以外の，異なり見出し数

し，その類別に対して次のような記号の【色】と【形】

が少ない類については省略に従う。

を与える。ただし，イッテワイケナイ類の【形】の決め

b．イクナ類

方については後述する。

b−1．イクナ類の語形の分割

イクナ類……………・…・……………・赤・円形
1列：ikuna，

egunε，

ikinasaNna，

？ikuNnoo，

ik匂agaNna，

イクナ類の記号化に際しては，語形を「前部」「中部」

「後部」の三つの部分に分けて扱った。形態の上では，

oikiNnaN，

原則として，最初から2拍目までを「前部」，最後のn

idda

イッチョ類………・………・・…………赤・亀甲形
例：iCCj・，

以降を「後部」，それに挟まれた部分を「中部」とし，

その上で，各部の内容を勘案して調整した。各部は，お

nanaitt・

おむね，「前部」が動詞「行く」，「中部」が待遇を表す

イクマイ類・………………・…………・榿・矢印形
例：ikumai，

igumε，

助動詞，「後部」が禁止の助詞に相当する。ただし厳密

i？me

にはこれに当てはまらないものもある。次に分割の例を

イカナイ類…・……………・…………・榿・菱形
伊聾：egane，

示す。

ikaN

「前部」

イカレナイ類…・……………・…・……榿・正三角形
｛列：ikareN，

egaNne，

ikeN

イカナイデ類………………・……・…茶・涙滴形
1列：ikanaide，

eganedekere，

ikazuniottekuree，

ikaNtoki，

iganemenega

イカナイヨーニシ一類………………茶・U形
例：重kaneqoonisiro，

ikaNgotoseNbacumaraN

イカナイホーガイイ類………………茶・爪形
修Fり：ikaneehooUaii，

eganεhoee，

ikaη9勾oka

イクンジャナイ類…・……………・…緑・平行四辺形
例：ikuN勾anai，

igudenεε，

ikumoN勾anaka

イクノワヨセ類……・…………・…・…水・塔形

例：ikunow勾osina
イクコトナラン類……・…………・・水・円形，紡錘形
i列：ikukotonaraN，

ikkotaadekeN

naNdeikuN勾a，

「後部」

iku

なし

na

閃u
egu

なし

naa

なし

nε

id

なし

da

paN

なし

na

hi

なし

naa

iki

なし

na

oik童

なし

na

oikiN

なし

naN

iki

nasaN

na

ika

reN

na

ika

NSU

na

ikia

agaN

na

b−2．記号化の原則

その上で，記号の各要素を語形の次の部分で決める。

ナゼイクンダ類………・………・・……水・鍬形線
｛列：azeikuda，

「中部」

nasiteikutokaa，

？icirusurii

一37一

【色】語形全体の形態の種類

→

赤（既述）

【形】語形全体の形態の種類

→

円形（既述）

eηu

【大きさ】「中部」の有無

…

左上

末尾がi，iN，了の類＝半ぬき記号

【塗りつぶし方】「中部」がある場合は「中部」の

「前部」

形態。「中部」が「なし」の場合は「前部」の
形態。

iki

…

上
右上

ihi

…

juki

・・右

oiki

…

【向き】「中部」がある場合は，おもに「中部」の
形態。「中部」が「なし」の場合は「前部」の

【向き】

形態。

？iki

【補助記号の付加】「後部」の形態

右下

…下

語形の部分ごとに説明する。

ikiN，

まず，「中部」の有無によって記号の【大きさ】を決

ikii

…左

igT

…

める。「中部」がある場合には大記号，「中部」がない場

次に「中部」がある場合，類似の形態ごとに，【塗り

つぶし方】を決める。また，さらに細かな形態の違いを

・ナサル類（1）＝半ぬき記号

が異なる場合は，やはり，【向き】を用いて区別を表す。

最後に，「後部」の形態によって【補助記号】（一本線）

それ以外の場合は，次の位置に付ける。

na

上．

…

【補助記号】の位置

「後部」

【向き】

右上

naa

右

nahaN

左上

を与える。「後部」がnaの場合は【補助記号】を付けず，

と，次のとおりである。

…

左下

上掲の「ナサル類（1）」のNsaNがその例である。

示すために，【向き】を用いる。一部を例として挙げる

nasaN

…

「中部」がある場合でも，「中部」が同じで「前部」

合には小記号をあてる。

「中部」

oikiN

naN，

naaN

noo，

da

…

なし

…

右

…

左

Nsaru

右下

司a

…

右上

Nsjaru

下

nee

…

左上

NsaN

左下，左

nε

…

右下と左下

saN

左上

・ヤガル類＝一本線入り記号
「中部」
jagaN

agaN

。．イクンジャナイ類
。−1．イクンジャナイ類の語形の分割

【向き】

イクンジャナイ類でも，語形を「前部」「中部」「後部」

．ヒ

の三つの部分に分けて扱った。形態の上では，原則とし

右上

て，最初から2拍目までを「前部」，n以降を「後部」，

…

…

中部が「なし」の場合，「前部」の形態によって【塗

それに挟まれた部分を「中部」とし，その上で，各部の

りつぶし方】を決める。また，さらに細かな形態の違い

内容を勘案して調整した。各部は，おおむね，「前部」

を示すために【記号の向き】を当てる。一部を例として

が動詞「行く」，「中部」は断定辞を含む形式，「後部」

は否定の意味を担う形容詞「ない」に相当する。ただし

挙げると，次のとおり。
末尾がU，0，UNの類（1）＝わずかなぬきのある記号
【向き】

「前部」

iku

eku
ihu
igu

…
・・

…
…

厳密にはこれに当てはまらないものもある。次に分割の
例を示す。
「前部」

上

「中部」

「後部」

E上

iku

N勾a

nai

右

iku

N勾aa

nee

右下

iku

勾aa

可aa

Nda

nee

de

nεε

to勾a

ne

…

下

igu

egu

…

左下

igu

egO

…

左

it

iηu

38一

iku

moN勾a

naka

i？

mON勾a

「前部」，「イケナイ」にあたる部分を「後部」とする。

ne

意味腰文法的には，概略，「前部」が，「行く」にあたる

c−2．記号化の原則

動詞の順接の条件表現形式，「後部」が，話し手の否定

記号の各要素は，語形の次の部分で決める。

的な評価・判断を表す表現にあたる。

【色】語形全体の形態の種類→緑（既述）

また，「後部」をさらに「後前部」と「後後部」とに

【形】語形全体の形態の種類→平行四辺形（既述）

分割する。形態の上では，最後のn，N以降か，

【大きさ】「中部」の形態

含まない語形の場合は，最後のd，r，

【塗りつぶし方】「中部」の形態

後部」，それより前の部分を「後前部」とすることを原

【向き】「前部」と「後部」の組み合わせ（おもに

則とし，各部分の内容を勘案して調整した。各部分はお

「後部」の形態。「前部」の形態によって調整）

おむね，「後後部」が否定辞，断定辞，またはそれと類

zj，

n，

Nを

j以降を「後

以下，語形の部分ごとに説明する。

似の形を持つ形容詞の一部，「後前部」は否定的評価の

まず，「中部」の形態によって記号の【大きさ】を決

表現に用いられる各種の語彙の一部にあたる。以下に例

mON，

dogoを含むものに小記号，

を挙げる。

N勾a，

to勾a，

勾a，

Nda，

da，

Nde，

de

dogode

mONde…………・・…ぬき部分の多い記号

…………………………・・…二本線入り記号

次に「後部」の形態によって記号の【向き】を決める。

即寵二割㎞㎞瓢濫罵

また，ここまでの記号化で異なる語形に同じ記号があた
ってしまって区別がつかない場合には，さらに，「前部」

の形態によって記号の【向き】を適宜調整する。次の表
で，同じ「後部」に複数の【向き】があたっているのは，
そのような場合である。
「後部」

nai

【向き】

…

上，右上，右，右下

nae

…

右上，右

na，naa

…

右

切aa

…

右下

nεε

…

右，右下，下

nε

…

左下

nee

…

下，左下，左，左上

ne

…

左，左上

naka

…

左上

d．イッテワイケナイ類

d−2．記号化の原則

㏄

………………………おもに，各種の半ぬき記号
mON勾a，

N

勾aa，

ヨ
部

N勾aa，

しし
徽・㎜謹■p瓢面影 餓NN㏄㏄NN㎏N㏄
ななNN

【塗りつぶし方】

dewa………・・……・……………………・一べた記号

ヨ

「中部」

「後部」

﹁

糊糊凹凹欝聯

次に，「中部」の形態によって記号の【塗りつぶし方】
を決める。その概略は次のとおり。

﹁

「前部」

轡藤織講論詰瓶繍壷鐙馴脚諜

める。中部にN，to，

含まないものに大記号を与える。

記号の各要素は，語形の次の部分で決める。

d−1．イッテワイケナイ類の語形の分割

イッテワイケナイ類では，まず語形を「前部」と「後
部」に分ける。おおむね，「イッテワ」にあたる部分を

一39一

【色】語形全体の形態の種類

→

【形】「後部」全体の形態の種類

紺（既述）

【大きさ】「後後部」の形態

て，敬語形式を含む回答に大記号を与えることになり，

【塗りつぶし方】「前部」の形態

「B−2．イクナ類」で，「中部」（ほぼ待遇表現形式に相当）

【向き】「後前部」と「後後部」の組み合わせ。（おも

のある語形に大記号を与えたのと平行した記号になる。

また，「後後部」の形態によって，記号の【向き】を

に「後後部」の形態。「後前部」の形態によって

決める。ただし，ここまでの記号化によって異なる形態

調整。）

以下，語形の部分ごとに説明する。

に同じ記号があたってしまう場合，「後前部」の形態に

まず「後部」全体の種類をおおまかに分け，それによ

よって，記号の【向き】を適宜調整する。次の表で，同

って記号の【形】を決める。この部分には，第4集172

じ「後後部」に複数の【向き】があたっているのは，そ

図「行ったってだめだ」と同じ形態が多く現れるので，

のような場合である。
【向き】

「後後部」

相互の比較のために，172図と同じ形態にはなるべく同
じ記号の【形】をあてた。また，もちろん，226図「行

nai

…

上

ってはいけない」との形態の重なりも多い。両者の間に

nεε

…

右上

は，語形の分割のしかた，【色】の使い方に異なる点が

nε・

…

右

…

右下，下，左下

…

下

gaNnε・

あるため，同じ形態の種類にすべて同じ【形】をあてる

ne

ことはできなかったが，極力共通の【形】をあてるよう

neka，

に配慮した。次に類別と記号の【形】を挙げる。

N
heN

「後部」の類

【形】

イケナイ類

正三角形

イカン類

菱形

nee

naka

hiN

…

下，左下，左，左上

…

左

・・

ｶ上

maseN

…

左，左上

アカソ類

二等辺三角形

da

…

上

ナラナイ類

円形

daa

…

右上

デケン類

紡錘形

ra

…

右

オエン類

いちょう形

勾a

…

右下

リボン形

ja

…

下

マイネ類

矢印形

desu

…

左下

ワカラナイ類

曲玉形

なし

…

左，左上

ツマラン類

e．続く後半と省略部分を示す記号化

うチアカン類

小刀形

ナイ類

鍵穴形

ダメ類

正方形・長方形

の下に【補助記号】（一一本線）を付ける。凡例の見出し

ダイジ類

欠け正方形

では，後に続く後半がある語形の末尾に⇔を付ける。

221・223図では，後に続く後半がある語形には，記号

また，〈…〉を持つ語形については，記号に【補助記

アブナイ類

分銅形

キカナイ類

蝶形

号】（二本線）を付ける。位置は，語形の最初に〈…〉

オコル類

鳥形

がある場合は記号の上，語形の最後に〈…〉がある場合

次に「前部」の形態によって，記号の【塗りつぶし方】

を決める。詳細は省略するが，原則として，イッテワ類

〈ikuna＞

をべた，または，ぬずかなぬきの記号とし，イッチャ

〈重kuna一〉

（一）類，イッテ類，イッタラ類，イクト類，イケバ類，

〈ikuna…

イクギ類の順で，徐々にぬき的記号となるように，でき

〈…

ikuna＞

るだけ対応した。

〈…

ikuna一〉

〈…

ikuna…

さらに，「後後部」の形態によって，記号の【大きさ】
を決める。後後部が，gaNnε，

maseN，

〉

〉

○O−○・・○φ⇔

は記号の下とする。次に例を挙げる。

続く後半の有無と，〈…〉の有無および位置の違いによ

desuの場合は，

る，凡例における語形の配列順は上のとおり。

大記号，それ以外の場合は小記号をあてる。これによっ
40

f．凡例における記号の並べ方

joo，

ganaa，

tteba，

baai

→

大記号

【塗りつぶし方】については，複数の終助詞が複合し

凡例における記号の並べ方は，まず，記号の【色】を，

赤・榿・茶・緑・水・紺の順に並べる。次にそれぞれの

た語形の場合，最後にja（a），jo（o）が付いているものは，

【色】の中で同じ【形】がまとまるように並べ，さらに

できるだけ記号の右半分を塗りつぶし，na（a），

その中を【大きさ】【塗りつぶし方】【向き】【補助記号】

が付いているものは，できるだけ上半分を塗りつぶす，

（上下以外の位置のもの）【補助記号】（上下の位置のも

というようにした。しかし必ずしも徹底してはおらず，

の）の順で同じものがまとまるように並べる。なお，こ

また，【塗りつぶし方】はこの他の語形の区別のために

こまで説明してきたように，221・223図では，記号の

も用いている。

【向き】と【補助記号】については，特に方針を定め

どの要素が語形のどの部分を表すかが，語形の種類ごと
に違っているので注意が必要である。

ていない。

B−3．222・224図「行くなよ」（後半）の記号化

b．凡例における記号と語形の並べ方

a．記号化の原則

凡例においては，まず記号の【色】を榿・茶・水・

222・224図では，ゆるやかな規則に従って，次のよ
まず，語形を大きく分けて，次のように記号の【色】

①「と言う」に由来する部分を含む形とそれに類似し
……………・一・………・・………・……………水

｛列：tte，

cja，

zu，

tteba，

teiccjoozooni，

ttara，

｛列：勾anaika，

222・224図「いくなよ」で，回答が複数ある地点に

．．．＿＿＿＿＿．．．＿＿．．＿・…・・…・……………・・…・榿
jaa，

jo，

gana，

sa，

なわち，複数の語形のうち，その「前半」の部分が，
221・223図の凡例で先に挙げられているものを左に置

Nke

⑤①②を除き，原則としてz，de，doで始まるもの・・緑
｛列

：勾a，

ze，

zone，

勾oo，

d句。，

do，

neNde，

nojo，

bai，

wa，

き，以下，「前半」の部分の凡例の川頁に右に並べていく。

tozoo

⑥①②を除き，n，b，r，w，Nda，Nda，daで始まるもの・・…・赤
例：na，

記号を置く際には，それぞれの語形の「前半」の221・

223図での凡例の見出しの順に対応させて配置する。す

t（オ0

④①②を除き，原則としてk，gO，sで始まるもの・・…茶
｛列：kee，

c．222・224図における併用地点の記号の押印の順
序

jaNkai

③①②を除き，原則として母音またはjで始まるもの
e，

地図と違い，凡例の見出しの最初の語形が，地図名
助詞にあたるものが含まれていなかったためである。

tqjuttakena

denεga，

なお，222・224図では，『方言文法全国地図』の他の
「（行くな）よ」と同じではない。これは，質問文には終

juunoni，

②「じゃないか」の類………・・………・……………紺

：

助記号】【塗りつぶし】【向き】の順で同じものがまとま
るように並べた。

を与える。

｛列

緑・赤・紺の順に並べる。次にそれぞれの【色】の中で
同じ【形】がまとまるように並べ，さらにその中を【補

うに記号化を行った。

た形

no（o）

3．2，各図の説明

Nda

【色】は，おおむね，223図に多く現れるものに暖色，

221図行くなよ（やさしく）

225図に多く現れる類に寒色をあてた。

222図

行くなよ（やさしく）

次に記号の【形】を決める。榿・茶・緑・赤の類では，

おもに最初の音によって，水の類では，おもに語形の後
方の部分によって，紺の類では語形全体で，記号の【形】

「孫にむかってやさしく「そっちへ行くな」と言うとき，

さらに語形の違いを表すために，適宜，【大きさ】【塗

どのように言いますか。《151》」という質問文によって

りつぶし方】【向き】【補助記号】を用いた。

【大きさ】は，長音や促音の有無のみが異なる語形の
teba，

たずね，「行くな」にあたる方言形を求めた。各地にお
ける禁止表現のバリエーションを見ると同時に，同様の

区別に用いることが多い。
gana，

禁止表現のうち，話し手が聞き手に対してやさしく言

うときの表現を見ようとした地図である。調査では，

を決めた。具体的な形は，凡例を参照。

例：jo，

〔語形の採用と統合〕

bai

→

内容を「きびしく」言うときの表現を扱った，223・

小記号

一41

7345．53［ikinsanna］〈今の親はこう言う。〉

224図と比較することによって，各地での発話態度に応

次の回答は，話者が使用するかどうかあいまいなので，

じた表現の違いを見ることができる。

この項目では，地図化にあたって，回答語形のうち，

不採用とした。
6383．28［ikaNkoto］〔ゆ〕〈？〉（日常よく聞くように

「行くな」などの，禁止表現の意味を担う中心的な部分

思うが，話者の答はあいまい）

（イクンジャナイ，イッテワイケナイなどを含む）と，

次の回答は，話者によって使用が打ち消されたと見て

その後に続く，主として終助詞にあたる部分を分け，
別々に地図化を行った。前者を221図，後者を222図と

不採用とし，
5632．27［弓tt∫a：眺ene］（あとでkeはgeと訂正）

した。またこれにともなって地図名を，「行くな」では

なく，質問文にはない終助詞「よ」を加えて，「行くな

調査者による注記から再構される訂正後の語形，
5632．27

よ」とした。

［弓tt∫a：曾gene］

を採用した。

221図では，全国に「イクナ」類が分布し，中でもイ

A−2．意味的・文法的な観点からの採否の検討

キナサルナなど敬語を含んだ形（主として大記号で示さ

語形の採用については，基本的に，「3．1．A−2．語形の採

れている）は，特に西日本に多く見られる。その他に比

較的まとまった分布をなすものとして，北陸・四国に

用」で述べた，禁止表現全体の方針（「行くな」のよう

「イカレン」類，関東・東海と出雲を中心に「イクンジ

な直接的で単純な禁止の形だけでなく，「聞き手（＝孫）

ャナイ」類が見られる。さらに，イッチャーダメダ（お

に対して，「行く」という行為を行わないように求める

もに関東・東海），イッタラアカソ（近畿），イッチャー

表現」と見られるものは，間接的な表現を含めて広く採

イケン（中国）など，「行ってはいけない」と同じ構文

用する。）に従っている。「行く」にあたる動詞を用いて

の回答も各地に見られ，それぞれが分布領域を持ってい

いないために不採用とした回答は，「3．1．A−2」の中で挙

る。

げた。

この他，意味的・文法的な観点から，語形の採否につ

222図では，この部分にあたる形のない地点も多いが，

いて検討したところを述べる。

それ以外では，ヨ（一）が全国に広く分布する。また，

この項目では，次のように，「やさしく／きびしく」

近畿から中国にかけては，デ（一）が比較的まとまって
見られる。

という発話態度の違いについて，注記の付された回答が

A．語形の採用

あった。

A−1．使用状況等が採用条件に合わない回答

179454
ク

語形の採用にあたり，回答状況が採用条件に合わない

［ikuna］
［ikun句。］（やさしく）

5527．81［イカッシャンナ］

ために不採用とした回答を挙げる。

ク

次の回答は，使用者が女性と限定されているので不採

5628．89

用とした。これらの地点の主たる話者はすべて男性であ

〃

る。

ク

4752．94［eOans山na］〔女のことば〕
5594．81［ikantoite］〈女ノ人ハコノヤウニイフ。＞

6383．87

〃

5633．42［nanaitto］（ゆ）〈安政頃生まれたおばあさ

んが言った。やさしいことば＞

［イカントコ］（やさしい表現）
［Yguln3ane：］

［19Uln3an爾。］〈いちばんやさしい〉
［ftt∫adameda：］くやさしい＞
［itt∫a：ikeN］

［ikun句。：］（ゆ）〈イッチャーイケンよりゆ

るやかな言いかた＞

6393．86［ikiNna］（ゆ）〈女が使う。＞

6498．50［ittaraakaN］（きびしい口調）

6479．95［イカレンゼ］〈女＞

ク

4752．94の回答は，同席していた夫人が「［eηans由na］

ク

［重kareN］（最も自然か）
［jukareN］

は女のことばだ」と発言し，話者が同意したものであ

これらは，複数回答のそれぞれの表現の間での相対的な

る。

違いに言及したもので，いずれも質問文の範囲を越える

次の回答も，話者自身は使わないものと見て，不採用
とした。

ものではないと見て，すべて採用した。

A−3．音声の統合

一42一

音声の統合に関して，次のような回答があった。

順を用いることに，発話態度との関連などでなんらかの

次の地点の回答に現れる［k］は，表記レベルでの統

表現効果があるとも考えられるが，採用にあたっては，

合を行わず，〈？ikna一〉〈joo＞として見出しに立てた。
0246．88

語順を整え，→の右側の形で見出しに立てた。資料一覧

［？iknε噸。：］

には，報告された語順のまま掲載した。

この地点（鹿児島県大島郡瀬戸内町芝）では，［k］と

5688．06［damed勾oitt∫a：］→＜ic（jaadamedajo＞

［t］［p］など他の単独子音との間に対立があることが考

えられるためである。（第3集解説書112ページ右）

次の回答は，使役の形式を含んでいるようにも見える。
もしそうであれば，「行かせるな」にあたることになり，

次の回答の「ホウ」という仮名表記は，表音的なもの

質問の趣旨からはずれることになる。

ではなく，正書法による表記であると見て，〈hou＞で

2754．56

はなく，＜hoo＞として採用した。

2773．12

6516．13［イカンホウガエエナ］

3702．83

5567．46［イカンホウガエエゾ］

5620．22

次の回答の中の［tju］はくcju＞に統合し，〈ikuna一〉

［egasasα1n勾。］

［egasanaコ
［egesI血n司a］
［ika∫inεUa］

しかし，第3集119図「書かせる」を見てみると，いず

〈c（加uni…〉として見出しに立てた。

れの地点の回答もくkagaheru＞または＜kakaseru＞であ

A−4．参考話者

り，ここから推測するかぎり，上記のような形は使役の

採用の条件を満たしているので，参考話者の回答とし
5662．78

形式として現れそうにない。ここではこれらの回答は，

使役ではなく，待遇を表す形式を含む回答と見て採用し

て地図上に登載したのは，次の語形である。
［ikuln勾。］

た。

733L32［ikiN∫anna］（女が言う。）

また，3702．83は，［ege］の部分も待遇の形式が接続

8303．70［イッチャナランバイ］

する形としては（使役の形式が接続する形としても），

いずれも，これまでも参考話者として採用している同席

あまり見られない形のように思われる。調査時の録音を

者による回答である。

聞いたところ，この部分は，［eg司とも［igi］とも聞

また次の回答は，「その土地で，自分より上の世代の
者が使うと話者が指摘した語形」にあたるので，参考話

こえる音声であったが，ここでは，調査者から報告され
た，上記の表記のままで採用した。

次の地点（岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉）には，「トガ

者の回答として採用した。
5642．29［nanaitto］（ゆ）〈明治生まれの人は盛んに

ンス」という形式を含んだ回答が見られる。

言った。〉

3747．91

［弓ttogaNsl血na］

《147》「起きろ（やさしく）」，《149》「開けろ（やさし

話者は1927（昭和2）年生まれである。
一方，次の回答は，採用の条件を満たさない参考話者
のものなので，不採用とした。

く）」にも，次のように一貫してこの形式を用いた回答
が現れる。

5631．78［nanasott∫ieittojo］〔おばあさん→孫〕

《147》

3747．91

6277．12［ikuna］（同席者の平山氏による回答）

《149》

〃

6548．53

［ogTdogaNse］
［agedogaNse］

北条忠雄（1975）「北海道と東北北部の方言」（『方言と

［itt∫aakar粍jo］

5631．78と6277．12は，これまでも不採用としてきた同席

標準語』筑摩書房，195ページ）によると，「〜トガン

者である。563178は，注記も同席者によるものである。

セ」は，下閉伊地方の丁寧な命令法表現であるという。

6548．53には同席者が二人いて，そのうち一人は参考話

語構成に不明な点があるが（特に，「ト」が何に由来す

者として採用する条件を備えているが，一人は条件を備

るか），採用している。

次の回答も待遇表現を含むものと考えて採用した。

えていない。この回答は，どちらのものかわからないた

7521．16

め，不採用とした。

A−5．採用した語形について

［ik奪osunna］

（＃）

次の回答も，語構成がわかりにくい。

最後に，採用した回答について解説を加える。

3761．75［Yganemenega］

次の回答は，倒置の語順になっている。倒置という語

この地点では，《149》「開けろ（やさしく）」でも次の

一43一

223図では，221図と同様，全国に「イクナ」類が分

ように類似の語形が回答されている。

布するが，221図に多く見られた敬語を含んだ形（おも

《149》3761．75［agemenega］

この部分の調査時の録音を聞くと，話者は「「開けてみ

に大記号で示されている）はほとんど現れない。また，

ないか」という意味で「アゲメネガ」と言う。」と説明

「イカレン」類（北陸・四国），「イクンジャナイ」類

している。話者の説明に従えば，《151》の回答は「行

（おもに関東・東海，出雲），は221図よりも地点数が多

かないでみないか」にあたる，ということになろうか。

く，それぞれの分布領域がよりはつきりと看取される。
224図ではまず，この部分にあたる形のない地点（ほぼ，

そのような語源であっても採用の範囲におさまると見

終助詞を用いない地点にあたる）が，非常に多いのが目

て，採用した。

次の回答は，末尾の部分がどのような性質のものか不

は少なく，かわりに，222図にはほとんどなかった「ッ

明である。
7361．72

に付く。そして，222図に多かった，「ヨ（一）」「デ（一）」

テバ」や「ユータラ」のような「と言う」に由来する部

［ikune＝］

調査時の録音で確認しても，確かにこのように発音され

分を含む様々な形（おもに水色で示されている）が全国

ている。何らかの終助詞が融合したものかもしれない。

的に見られるようになっている。

221・222図と223・224図との間に見られるこのよう

B．語形の統合
語形の統合上解説すべき点については，「3−1．禁止表

な違いは，「やさしく」「きびしく」という発話態度の違

現の概要と記号化」の中の「A−4，語形の統合」で述べ

いを反映するものとして注目される。

た。

A．語形の採用

〔語形の記号化〕

A−1．使用状況等が採用条件に合わない回答
語形の採用にあたり，回答状況が採用条件に合わない

語形の記号化の方法については，「3−1．禁止表現の概

ために不採用としたのは，次の回答である。

要と記号化」の中の「B語形の記号化」で述べた。

2773．12
6517．35

223図行くなよ（きびしく）
224図

［egebadame］

［sott∫i：ikuna］

〈？＞
〔ゆ〕

〈？〉

いずれも，話者が使用するかどうかあいまいな回答であ

行くなよ（きびしく）

るので，不採用とした。

注記の中に示された回答の採否について，次のような

〔語形の採用と統合〕

禁止表現のうち，話し手が聞き手に対してきびしく言

検討を行った。

次の地点では，「イタラアカンヨ」という語形が，調

うときの表現を見ようとした地図である。調査では，

査者によって「採用せず」と判断されている。

「孫にむかってきびしく「そっちへ行くな」と言うとき，

657294［ikuna！］（反応形としては「イタラァカンヨ」

どのように言いますか。《152》」という質問文によって

がはじめに出たが，採用せず。）

たずね，「行くな」にあたる方言形を求めた。各地にお
ける禁止表現のバリエーションを見ると同時に，同様の

判断の理由は示されていないが，おそらく，《153》「行っ

内容を「やさしく」言うときの表現を扱った，221・

てはいけない」の回答と重なることから避けられたもの

222図と比較することによって，各地での発話態度に応

とみられる。（この地点の《153》の回答は［itaraakaN］）。

じた表現の違いを見ることができる。

しかし，この語形自体には，「3．1．A−2．語形の採用」で述

この項目でも，221・222図と同様，地図化にあたっ

べた採否の基準に照らして不採用とする理由は見当たら

て，回答語形のうち，「行くな」などの禁止表現の意味

ない。そこで「イタラアカンヨ」は採用することとし

を担う中心的な部分（「行ってはいけない」「行くんじゃ

た。

ない」などを含む）と，その後に続く，主として終助詞

にあたる部分を分け，別々に地図化を行った。前者を

一方，次の場合は，注記中の語形［cttenaNnε：］が，

話者自身によって取り消されたようである。
5714．10［弓guna］（［壁ttenaNnε：］と答えたが，《153》

223図，後者を224図とした。またこれにともなって地

の所で考え合わせて，このように回答した。）

図名を，「行くな」ではなく，質問文にはない終助詞
「よ」を加えて，「行くなよ」とした。

理由はやはり，《153》「行ってはいけない」の回答と重

一44一

なるためではないかと思われる（この地点の《153》の

次の回答の［イウ］の部分は，正書法による表記であ

回答は［臼ttenaNnε：］）。6572．94と類似のケースであるが，

って，実際の音声は［ju：］のようである可能性が考え

こちらは6572．94と違って，話者自身の判断であるとい

られるが，ここでは，表記のまま〈iu＞として採用し

う点を考慮して，「話者があいまいな態度を示したり，

た。

自信なさそうに回答した語形」に準ずると見なし，採用
しなかった。

7362．09［イクナチイウタロガ］

A−4．参考話者

これらの例は，《151》《152》《153》をとおして，質

次の回答は，参考話者の回答として採用した。回答者

問の意図が，「行くな」「行ってはいけない」にあたる形

は，これまでも参考話者として採用されている同席者で

式を求めるものか，あるいは，提示した場面における表

ある。

現内容に沿った回答を求めるものか，調査者や話者が迷
う場合があったことを示唆するものと思われる。上記の
ような注記がある地点以外でも，このことによって，回

6720．23［ikuna］（黒川氏の回答）

一方，次の回答は，参考話者の回答として採用しなか
った。

答の調整が行われている可能性があることに，留意する

5670．47

必要があろう。

6277．12

［ikuna］

A−2．意味的・文法的観点からの採否の検討

6527．20

［ikud3aneae：］

6548．53

［iku3ane：dzo］

語形の採用については，基本的に，「3．1．A−2．語形の採

用」で述べた，禁止表現全体の方針（「行くな」のよう

［sott∫i：iguna］

5670．47，6277．12，6527．20は，これまでも不採用として

な直接的で単純な禁止の形だけでなく，「聞き手（＝孫）

きた同席者である。6548．53には同席者が二人おり，そ

に対して，「行く」という行為を行わないように求める

のうち一人は参考話者として採用する条件を備えている

表現」と見られるものは，間接的な表現を含めて広く採

が，一人は条件を備えていない。この回答は，どちらの

用する。）に従っている。「行く」にあたる動詞を用いて

同席者の回答かわかならいため，不採用とした。

いないために不採用とした回答は，「3．1．A−2．」の中で挙

A−5．採用した語形について

げた。

最後に，採用した語形について解説を加える。

それ以外で意味的・文法的な観点から，回答の採否に
ついて検討したところを述べる。
次の回答は，「行けば」にあたるもの（動詞「パルン」

5620，22

［ika∫in勾a］

しかし，第3集I19図「書かせる」の，この地点の回答

の条件を表す形）のようである。
2085．16

次の回答の中の［∫i］は，使役の形式であるようにも
見える。

は，〈kakaseru＞であり，ここから類推するかぎり，上

［palja：］

これだけでは禁止の意味を表さないものと見て，不採用

記のような形は使役の形式として現れそうにない。［∫i］

とした。

は，使役ではなく，おそらく待遇を表す形式であると思

次の回答は，「行くそ」に相当するような，動詞に終
助詞が付加された形であって，禁止の意味を表さないの

B．語形の統合
語形の統合上の問題点については，「3−L禁止表現の

で，不採用とした。
1241．52

われる。

概要と記号化」の中の「A−4．語形の統合」で述べた。

［ikltu：］

〔語形の記号化〕

A−3．音声の統合
音声の統合に関して，次のような回答があった。

語形の記号化の方法については，「3−1．禁止表現の概

次の地点の回答に現れる［k］は，表記レベルでの統

要と記号化」の中の「B．語形の記号化」で述べた。

合を行わず，〈？ikna＞として見出しに立てた。
0246．88

［？ikna］

この地点（鹿児島県大島郡瀬戸内町芝）では，［k］と

225図
226図

行ってはいけない
行ってはいけない

［t］［p］など他の単独子音との間に対立があることが考
〔語形の採用と統合〕

えられるためである。（第3集解説書112ページ右）

一45

7331．32［ik

禁止表現のうち，「行ってはいけない」に相当する，

anna］〈女が言う。＞

7349．91［it：a＝dam〔狛naika］〈若い者＞

複文構造（順接の条件表現形式をとる前部分と，「行く」

という行為に対する否定的な評価を表す表現の後部分か

5720．84，6624．54，7331．32の話者は男性である。

次の回答は，話者が使用するかどうかあいまいなので，

らなる）の表現形式を見ようとした地図である。調査で

は，「孫にむかって「そっちへ行ってはいけない」と言
うとき，どのように言いますか。《153》」という質問文

によってたずね，「行ってはいけない」にあたる方言形

不採用とした。
2761．66［egebamanehandeegαlnaQte］〈？〉

次の回答の第1答は，話者によって取り消されたもの
と見て，不採用とした。

を求めた。

この項目では地図化にあたって，回答語形を，「行っ
ては」にあたる部分と，「いけない」にあたる部分とに

分け，別々に地図化を行った。前者を225図，後者を
226図とした。ただし語形の分割の詳細については，後

7400．15［it：ewaikenai］

ク

［it∫a：ikaN］〈第1答を改めてこちらを提示〉

一方次の回答の第2答の注記は，第1答を積極的に取
り消してはいないと見て，第1答は採用した。
6378．90

の〔語形の記号化〕を参照。

225図は，基本的には順接の条件表現形式の地図とし
て見ることが可能である。近畿を中心に「イッタラ」な

ク

［itt∫aikeNjo］

［itt∫aikeNdo］〈こちらが」良い・〉

また，次の回答の注記には，《151》《152》の回答へ
の言及がある。

どのタラ，その両側の中部・関東・東北南部と，中国・

6560．22［イッタライカン］

九州には「イッチャー」などのテワの類（東北にはテも
多く見られる）が分布しており，周圏分布をなしている。

ク

［イッタラアカソ］

また，青森・秋田などに「イゲバ」などのバ，に南九州

〃

［イッタライカンノンデス］

を中心に「イット」などのトがまとまっており，「と・

〈《玉53》があるなら，《151》《152》の回答中，

ば・たら・ては」という，共通語で類義関係にある接続

《153》に該当するものは取り消す。〉

助詞が，それぞれ固有の地理的領域を持っている点が注

この注記は，類似の回答を繰り返す必要はなかった，と

目される。同じく川頁接の条件表現でありながら用法の異

いう意味であって，質問文の文脈で使えない，というこ

なる，第3集の仮定形，第4集の条件表現の項目との比

とを意味するものではないと考え，《151》《152》から

較も興味深い。

回答を削除することはしなかった。また，《151》

226図では，「イケナイ」の類の他に，「マイネ」「ワ

《152》《153》は採用の範囲が共通であるという事情も

ガンネ」「ワリ」「ダメダ」「ダチャカン」「アカソ」「イ

ある。なお，この地点の《151》《152》の回答は，次の

カン」「デキン」「ナラン」など，さまざまな表現形式が，

とおり。

それぞれの分布領域をもって広がっている様相が見られ

る。これらの形式の多くは，第4集172図「行ったって

《151》［イキナ］［イキナヨ］［イカントキ］［イッタラ
アカンネンデ］

《152》［イッタライカンユータラ］［イクナユータデ

だめだ」に現れる形式と共通しているが，相違もある。
二枚の地図を合わせ見ることで，「行ってはいけない」

という複文的表現による禁止表現のバリエーションを見

ショ］［イッタラアカンノ］［イクナユータライ
クナ］

ることができる。

この項目では，終助詞の採用と統合にあたって，Aα

A．語形の採用

方式をとった。これにより，不採用となった終助詞付き

A−1．使用状況等が採用条件に合わない回答

回答は，次のとおりである。

語形の採用にあたり，回答状況が採用条件に合わない

3721．11

［egebε聖jazanεdo］

3747．46［弓ttewagannεe＝dzo：］

ために不採用としたのは次の回答である。

4730．59［Yttewaffdz山：］

5609．54［壁ttew鴛genad〈若い人が言う。＞

4761．07［ettewagannε＝deba］

5720．84［itt∫a：ikenai］〈女＞

6624．54［itt∫a：重ken璃。］〈これはよほどのおばあさ

4763．11

［eη山nana：］

5597．68［イッテワアカンゾヨ］

んが使う。男は［ikenae：］とは言わない。

一46

5598．95［イクナヨ］
ク

同席者は経歴が不明であり，また，話者はこの語形を使

［itt∫a：ikenejo］

5702．35

［ette壁gen（ミlo：］

6358．43

［it隻la：ikenlo］

ク

用しないと見られる。話者の職業は職人である。

A−4．採用した語形について
最後に，採用した語形について説明を加える。

［itOa：ikenke：na：］

6557．65

まず，終助詞の認定について取り上げる。225・226

［itt∫a：akanga重］

図「行ってはいけない」では，基本的に，221・222図

6435．04［イッチャーイケンゾ］
6440．35

「行くなよ（やさしく）」，223・224図「行くなよ（きび

［itqa：ikende］

しく）」において，語形の「後半」とした部分（222図，

6457．60［イタラアカンドー］

224図に登載した部分）を，「終助詞」として扱った。

6486．58［イタライカンゾー］

そのため，一般に終助詞とされているものを終助詞扱い

6504．96

［ittaraakanze］

しなかったり，通常終助詞とされない形式を終助詞とし

6560．22［イッタライカンノンデス］

て扱ったケースがある。この点を中心に，問題となる点

6622．97［itt∫a：dam句。］
7427．06
ク

［itaraakanzo：］

ク

［itaraikand30：コ

ク

［itaraikanzo：］

8352．08

とその処理について述べる。

［itaraakand30：］

まず，一般に終助詞とされるもののうち，禁止を表す
「ナ」は終助詞として切り離さず，それより前の部分に
、含めた。「ナ」は，禁止の表現を構成する上で欠かせな
い要素であると見られるためである。

［ittod3anedo］

｛列：ikuna，

6560．22の回答では，「ノンデス」の部分を終助詞とし

ikassjaNna，

ig麺aOaNna

ただし，次の回答は，「コト」を含めた全体で禁止の

て扱っている。これは，「のだ」にあたるものを終助詞

表現を構成するとも見られるが，「コト」を終助詞とし

としたのと平行するものである。

て扱っている。

A−2．意味的・文法的な観点からの採否の検討

6396．62

［ikaNkoto］

→

〈ikaN−koto＞

一方，一般には終助詞とされないが，ここでは終助詞

語形の採用については，基本的に，「3．1．A−2語形の採

用」で述べた，禁止表現全体の方針（「行くな」のよう

として扱った形式に次のものがある。

まず，「じゃないか」にあたる形式は，すべて終助詞

な直接的で単純な禁止の形だけでなく，「聞き手（＝孫）

に対して，「行く」という行為を行わないように求める

として扱った。例を挙げる。前半と後半への分割につい

表現」と見られるものは，間接的な表現を含めて広く採

ては，「語形の記号化」で述べる。後の〈〉内のハイ

用する。）に従っている。

フンより後が，終助詞扱いする部分である。

想定された聞き手が「孫」ではないと見られるために

4694．72［itt∫adameranekka］
→

不採用とした回答と，「行く」にあたる動詞を用いてい
ないために不採用とした回答は，「3．1．A−2．」の中で挙げ

〈iccja一〉＜darne−ranekka＞

5693．05［itt∫a：damed3anka］

→〈ic（jaa一〉〈dame一三aNka＞

た。

A−3．参考話者

6488．48［イタラアケヘンナイカ］
→

採用の条件を満たしているので，参考話者の回答とし
6538．42

て地図上に登載したのは，次の回答である。

［itt∫a：akan3a：nae：ka］

→

6629．13［itt∫aoine］（丸熊二氏の回答）

8303．70［イタチャナランゾ］

〈itara一〉〈akeheN−naika＞

〈iccjaa一〉〈akaN−zj

aanεεka＞

6662．49［itt∫a：dameda3a：naika］

→〈ic句aa一〉〈dameda一勾aanaika＞

いずれも，これまでも参考話者として採用している同席
7349．91

者による回答である。

［it∫a：ikan5anaika］
→

一方次の回答は不採用とした。

〈i（jaa一〉〈ikaN一山anaika＞

これらの回答の「じゃないか」は，実質的な否定疑問

0776．88［イッタライケナイコ（安井氏の回答）〈そ
れは先生のことばだ。〉

の意味を担うものではなく，「聞き手が了解しているべ
47

きなのにわかっていない」というような含みを持って，

れる形式だけではなく，実質的な意味を担うと見られる

話し手の判断を聞き手に持ちかける，といった働きを持

ものも終助詞として扱った。これらの形式を除いた部分

つものと思われる。このような働きは終助詞に通じる。

に，他の回答と共通する形が現れることなどを勘案した。

また形態の上で，「じゃないか」は，終止形（と同じ形）

次に例を挙げる。
3747．46

か名詞（または形容動詞語幹）に接続しており，この点

5615．67

あたる形式を，終助詞として扱った。

6368．60

［ikun3a：nai］

6548．53

［iku3ane：dzo］

→

次の回答の［na］［ナ］の部分は，終助詞であるか，
形容動詞の語尾であるか，判断に迷った。

分を後半とし，（「じゃないか」と違って」）「じゃない」

4688．45［ettedamenazo：］→〈ette一〉〈dame−nazoo＞

にあたる部分を終助詞扱いしてはいない。

5579．79［イッテダチカンナガイ］

また，次のような「う」「のだろう」に相当する形式

→

も，実質的な推量の意味ではなく，「じゃないか」と類

の，この地点の回答は，

7336．38［イッチャーワルカローガ］

ク

ク

〈itte一〉〈dacikaN−nagai＞

形容動詞の終止形の項目である，第3集145図「静かだ」

似の意味を担うと思われる。

〃

〈ikuNda一〉〈nee−ccinoni＞

回答がある。

〈至ku勾a一〉＜nee−zo＞

「行くんじゃ」にあたる部分を前半，「ない」にあたる部

8394，21

→〈iccjaa一〉〈warukaroo−ga＞

468＆45

［ikantojaro：］

→

〈ikaN−tojaroo＞

5579．79［シンビョウジャ］

［ikantejaro＝］

→

〈ikaN−te3aroo＞

［itat∫aikento3aro＝］
［itat∫aikent句aro：］

〈eguna−cjugaNni＞

さらに，終助詞とすべきかどうか迷ったものに，次の

〈ikuN勾aa一〉〈nai＞

→

→

［ikundane：tt∫重noni］

→

〈ikuNde一〉〈naijo＞

→

［egumat∫ulganni］

5731．69

なお，「行くんじゃない」類は，次のように扱った。
o］

＜eguna−dεεba＞

→〈egeba＞〈dameda−deba＞

このようなことから，この項目では，「じゃないか」に

［ikundena

→

3750，64［egebadamedadeba］

でも終助詞に準ずるものとして扱う上で不都合がない。

1778．45

［曾gumadε：ba］

→
→

［suzukada］

であって，語尾は「ダ」「ジャ」となっている。そこで，
この回答では，〈na＞以降を終助詞として扱った。

〈itacja一〉〈ikeN−tojaroo＞

また関連して，次の回答の［da］の部分は，終助詞の

〈itacja一〉＜ikeN−t（ミjaroo＞

このうち，8394．21の〈tojaroo＞＜tejaroo＞の部分は，終

可能性もあるかもしれないが，形容動詞の語尾として扱

助詞として扱った。終止形（と同じ形）に接続している

った。

3741．06

ことの他，次に触れるように，「のだ」を終助詞として

［egeb句at∫ikaNda］

→

〈egeba一〉〈jacikaNda＞

地点は秋田県北秋田郡阿仁町である。＜jacikaN＞の部分

扱ってきているのと，平行した扱いにもなる。一方，
7336．38では，「う」に相当する部分だけを終助詞と同じ

は，語源的には「婬いかない」などに由来するものかと

ように切り離すことはできないので，〈ga＞のみを終助

思われる。しかし，秋田県教育委員会編（2000）『秋田

詞とした。

のことば』（無明舎出版，p．485）に，「失敗する」とい

これまでの『方言文法全国地図』での扱いと同様，こ

う意味で，「やちかんする」という語形が挙がっており，

の項目でも，「のだ」にあたるものは終助詞扱いしてい

「ヤチカン」が，サ変動詞の語幹として使われるようで

る。例を挙げる。

ある。このことはくjacikaN＞が名詞の性質を持つこと

3725，32

［弓ζ〕anendana・］

3780．11

［eganεho曾：nda］

4657．79

［珀購［endadzo：］

4677，98

［iηannεndazo］

→

→
→

を示すと見られる。そこでこの回答も，「ヤチカンダ」

＜e：〕ane−Ndanaa＞

→

という形容動詞と見て採用した。

〈eganεhoee−Nda＞

終助詞の扱いについては，以上である。

〈iηaNne−nadazoo＞

次の回答の注記からは，第1答と第2答に意味の違い

〈iηaNnε一Ndazo＞

があるらしいことがうかがわれる。

5566．95［イッコトナランジャワイ］
・→

〈ikkotonaraN−zj

1213．88

awai＞

〃

次に，「というのに」「といったら」などにあたる形式

［？id3a：narannu］

［？ikipo切anarando：］〈複数形〉

「複数形」というのがどの部分にかかわるのか明らかで

は，「〜テバ」のように，終助詞化が進んでいると見ら
48

はないが，「行く」主体（「孫」）の人数のことだとすれ

を得ることをおもなねらいとしてるためである。

ば，質問文ではその点について特に指定していない。こ
こでは，両回答とも採用した。

これによって，一部を削除した回答を次に挙げる。下
線部が見出しとして残す部分，下線がないのが削除する

次の回答は，語構成，意味が明らかでないが，採用し
ている。テープで確認したところ，確かにこのように発

部分，→の右側が見出し語形。前半と後半への分割につ
いては後の「語形の記号化」で説明する。
「行ってはいけない」にあたる形式が含まれていれ

（1）

音されている。
4696．95

ば，その部分を中心に採用する。

［itt∫angattadzo］

0717．50

記号化に際しては，他の回答との共通性から，〈iccja＞

［ittarane：abulnaigaraikuma］

→

を前半とし，残りのくNgatta−zo＞を後半とした。

〈ittaranee一〉〈abunai−gara＞

1739．28［ittaradamedamedame］→〈ittara一〉＜dame＞

B．語形の統合

1868．21

ここではまず，回答を見出し語形とする上で，長い回

［ikebaabulnaikaraiguln興jo］

→

答語形に整理をほどこしたケースについて説明する。
5575．11

同様の回答については221〜224図でも処理を行って

〈ikeba一〉〈abunai−kara＞

［ittaraakantaraakaNコ

→

〈ittara一〉＜akaN−tara＞

5698．95［itt∫a＝ikene：damed句。］→〈ic（jaa一〉〈ikenee＞

おり，「3．1禁止表現の概要と記号化」の中の「A−4．語形

6465．42

の統合」でその方法について述べた。そこでは，禁止の

［iqtaraikeNikeN］

〃

［itaraikeNikeN］

→
→

〈ittara一〉〈ikeN＞
〈itara一〉〈ikeN＞

理由を付加したり，禁止の表現を繰り返すような，長く
6508．60［イッチャアブナイデイケナイゾ］

複雑な表現の回答を見出し語形とするにあたって，次の

→

〈ic（ja一〉〈abunai−de＞

ような方針をとった。
6584．38

・

回答の中の，動詞「行く」を含むひとまとまりの
（2）

禁止表現の部分をそのまま残し，それ以外の部分は
省略した上で，省略した部分を〈…〉と表記して採

まりの禁止表現の部分を採用する。

が「イクナ」か「イッテワイケナイ」か，というような
形式にはかかわらず，最初のひとまとまりの部分をその

まれていれば，その部分を中心に見出し語形として採
冒する。

・回答の中に「行ってはいけない」にあたる形式が含ま

れていない場合は，その他の，動詞「行く」を含むひ

［abulnegaraiguエna］

5615．67

［egulnat∫ulgannicgulna・］
→

〈eguna一（≧jugaNni＞

は，元の回答では接続助詞として用いられているのだが，

見出し上は終助詞として扱われることになる。この点注
意が必要である。

また，0717．50の〈ittaranee一〉の「ネー」は問投助詞

であると思われるが，このようなものは特に削除せずに
採用している。次も類例である。
7659．62

［itt∫ε聖jo：dafnedara］

→〈ic（狗oo一〉＜damedara＞

次に，終助詞の融合について取り上げる。

で表すことはしない。ただし，資料一覧には削除した

224図と違って，基本的には，禁止表現の中でも特に

〈iguna＞

なお，このように採用した結果，0717．50の＜gara＞，

・それ以外の部分は回答から削除する。見出し上〈…〉

このような方針をとるのは，225・226図が，221〜

→

1868．21の〈kara＞，6508．60の〈de＞，5615．67の〈gaNni＞

とまとまりの禁止表現の部分を採用する。

部分を残し，参照できるようにしておく。

〈ikUNde一〉〈naijo＞

1868．21

まま残し，他は省略して〈…〉とした。

詞の条件表現形式と否定的評価の表現からなる）が含

［abunaikaraikundena重jo］

→

と見なせる部分が二箇所以上含まれている場合は，それ

・回答の中に，「行ってはいけない」にあたる形式（動

〈ittara一〉〈akaN＞

「行ってはいけない」にあたる形式が含まれていな

1778．45

また，「動詞「行く」を含むひとまとまりの禁止表現」

とることにした。

→

いものは，その他の，動詞「行く」を含むひとまと

用する。

これに対して，225・226周目は，次のような方針を

［ittafaakaNakaN］

次の回答では，終助詞がそれより前の部分と融合して
いると見て，→の右側のような融合前の形を想定して，
記号化を行った。

「行ってはいけない」に相当する特定の構造の表現形式

一49一

207698

［paruka＝de：z項assonga＝］

→

〈paruka一〉＜deeそ

371495

［eg山nε］

→

4653．66

［ittenaranlo］

A群の各類については，回答形を「前半」と「後半」

aN＞

に分割する。回答形の前半に位置する，「イッテワ」「イ

〈eguna＞
→

クコト」「イクンジャ」などの「行く」という動詞を含

〈itte一〉＜naraN＞

む部分を「前半」とし，後半に位置する，「イケナイ」

〔語形の記号化〕

A．

「ナラン」「ネー」などの否定的表現の部分を「後半」と

「行ってはいけない」の前半と後半
《153》では，回答形を前半と

する。「前半」は，《153》の複数の回答の前半の位置に

後半に分割し，前半を225図「行ってはいけない」，後

共通して現れる，同一の，あるいは，類似の形態，「後

半を226図「行ってはいけない」として地図化を行った。

半」は，《153》の回答のうち，複数の回答の後半の位

地図名どおり，「イッテワイケナイ」という回答の場合

置に共通して現れる，同一の，あるいは，類似の形態で

は，「イッテワ」が前半，「イケナイ」が後半になるが，

ある。上記の例で，ハイフン（一）より前が「前半」，そ

語形の採用のところで見たように，この項目では，「イ

れより後が「後半」である。

「行ってはいけない」

一方，B群の各類については，回答形を「前半」と

クナ」「イクンジャナイ」など「行ってはいけない」と

は構造の異なる様々な表現類型の回答を採用している。

「後半」に分割しない。記号化にあたっては，全体を

そのため前半と後半への分割も一律にはできない。

「前半」として扱い，「後半」は「なし」とする。

このような前半後半への分割方法は，同じ語形を扱っ

ここではまず，すべての見出しを語形全体の形態によ
って分類し，前半と後半に分割するものとしないものと

ていても，221〜224図とはかなり異なっているので注

に分ける。例は，終助詞を除いた形で挙げる。表記は地

意が必要である。《151》《152》では，おもに終助詞を

図凡例の見出しの表記による。

後半として分割し，222・224図に登載したが，225・

A群

226図では，Aα方式で採用統合しているので，終助詞

→前半と後半に分割する

は記号化の対象にはならない（【補助記号】で表される

イッテワイケナイ類
例：ittewa−ikenai，
iccja−naraN，

iccjaa−ikaN，

iccja−nε，

itara−akaN，

iccja−dameda，

だけである）。

次に，前半後半それぞれの部分の記号化の方法につい

iccja−akaN，

egeba−waganε，

ikuto−wari

イクコトナラン類

て，225図（前半）と226図（後半）とに分けて解説す
る。

f列：ikkoto−naraN，

ikukota−dekeN

B．225図「行ってはいけない」（前半）の記号化
ここでも，A群とB群に分けて説明する。

イクンジャナイ類
｛列：ikuNzja−nee，

B群

ikuda−nε

→前半と後半に分割しない
：ikuna，

ikassjaNna，

igijaりaNna

の記号化を行う。

例：i？me

B−1．A群の記号化

イカナイ類

A群の前半は，多くが「イッテワ」に代表される順接

egane

の仮定条件表現形式をとっている。「行ってはいけない」

イカレナイ類
｛列：ikareN，

egaene

などで取り上げられてきたものとは，異なるタイプの仮

修引：ikaNtoki

イカナイヨーニシロ類

定条件表現であるが，回答には共通の形が多く現れる。

そこで，A群の回答については，特に，4集の条件表現

：ikaNjoonis麺。

イカナイホーガイイ類
イ列：eganεhoee，

という質問文で提示されているのは，これまで，第3集

の「仮定形1」「仮定形2」や，第4集の「条件表現」

イカナイデ類

｛列

ページ）にならって記号化を行う。一方，B群について
は，基本的に，221・223図「行くなよ」（前半）と共通

イクマイ類

1列：ikaN，

は，多くが順接の条件表現形式であるので，第4集所収
の条件表現の項目の地図との比較対照が可能なように，

第167〜170丁目記号化の方法（第4集解説書132〜140

イクナ類
1列

A群の前半

ikaNg句oka

の地図と対比できるように配慮して，基本的に，第4集

167図〜170図の記号化の方法にならい，この項目に必

一50一

要な変更を加えて，記号化を行うことにした。以下は簡

十字形線記号

略な説明にとどめるので，詳しくは，第4集解説書132

デ

〜140ページの解説も参照してほしい。

：角音叉形線記号

「ば」類…緑

a．語形の分割

バ類

：涙滴形

ポ類

：楕円形

を挙げる。語形は地図凡例の見出しの表記で示す。それ

ヤ

：紡錘形

ぞれハイフンより前を「前部」，ハイフンより後を「後

母音の類

：円形

まず，前半を「前部」と「後部」に分割する。次に例

部」とする。

「たら」類…赤：正方形
「と・どう」の類・・水

it−tewa

ikia−a

ic−cjaa

it−tara

ト

：正三角形

i−te

i．tara

ドゥ

：二等辺三角形

it−tatte

iku．to

iku−N勾aa

ik了§T−du

その他の類…茶

ギ類

：U形，V形

ike．ba

ig−gira

ティカー類：鍬形線記号

？i軍ja

paru−kara

コト類

Nze−e

ik．koto

：蝶形

「後部」のより細かな違いを表すために，【塗りつぶ

分割に際しての形態上の目安は省略するが，このよう

し方】と【補助記号】（一本線）も適宜用いる。

に分割した各部分は，おおむね，「前部」が動詞「行く」

次に，「後部」の最初の部分の形によって，記号の

に，「後部」が「接続助詞」に，それぞれ対応すること

【大きさ】を決める。「たら」類と「と・どう」の類を除

が多い。ただしその対応は，これまでの他の項目と同じ

いて，後部の最初が，ta，da，tac，tat，tacjuu，no，N，toであるも

く，厳密にあてはまるわけではなく，あくまで目安であ

のに大記号を与え，それ以外は小記号とする。
例：i−tatewa，

る。

b．記号化の原則

it−tatte，

i．tacjaa，

記号の各要素は，原則として語形の次の部分によって
決める。

iku−N勾aa

i．taccjaa

→大記号

なお，この後，「前部」までの記号化で，なお，互い
に区別のつかない記号がある場合には，この部分の形態

【色】「後部」の種類

に応じて，記号の【向き】を適当に用いて対処する。

【形】「後部」の種類

例：i−taqaaは右下向き，

【大きさ】「後部」の最初の部分の形態

i−tacqaaは左下向き

最後に「前部」の末尾の音によって記号の【向き】を

【塗りつぶし方】「後部」の形態。一部「前部」の形

決める。原則は次のとおり。

【向き】

態
【向き】「前部」の末尾の音の種類。一部，「前部」の

①「前部」が母音一つだけからなる

【補助記号】「後部」の形態

a，ja

以下に記号化の手順を示す。

e

まず，「後部」の種類によって記号の【色】と【形】

i，ii

を与える。

u

「て・で」の類…榿

テワ類

了，Y§Y

：T形，Y形，脚付きU形

右下

上 下
右上左左左下

②①以外で「前部」末尾が

その他の形態

促音（k・g・t・c・d）

「前部」のこれ以外の部分の形態を体系的に記号に反

テナ類

：盃形

テモ

：腰掛形

映させることはしない。ただし，ここまでの記号化で，

テ類

：三つ葉形，鍵穴形

互いに区別のつかない記号がある場合には，「前部」の

ジャー類

：広．V形線記号，雪形線記号，

末尾以外の部分の形態に応じて，記号の【向き】と【塗

一51一

りつぶし方】を適当に用いて対処する。

れより前の部分を「前部」とすることを原則とし，各部

B−2．B群の記号化

分の内容を勘案して調整した。各部分はおおむね，「後
部」が否定辞（nai，

B群の語形の記号化に際しては，前述のとおり，基本

nε，

N，

heNなど），断定辞（da，

ja

的には，「3．1．B−2．221・223図「行くなよ」（前半）の記

など），「前部」は否定的評価の表現に用いられる各種の

号化」で説明した方法による。ただし，A群の記号化と

語彙の一部にあたる。次に分割の例を挙げる。語形は地

の調整上，記号の【色】は大きく変更し，B群の語形は

図凡例の見出しの表記で示す。ハイフンG）より前が

すべて，「紺色」とした。

「前部」，ハイフンより後が「後部」である。

記号の【形】は，前述の語形の類別によって次のよう
に与える。これは221・223図と共通である。

ike．nai

jazuga−nε

ika−N

jasse−N

dONnara−N

イクナ類

…

円形

aka．N

イクマイ類

…

矢印形

ake．heN

dame．da

イカナイ類

…

菱形

wagaN−nε

dameja

イカレナイ類

…

正三角形

rna−ne

dee写TjaN

イカナイデ類

…

涙滴形

cumara−N

なし．nai

oi−nεε

なし一nεε

deke−N

warui．なし

nara−nu

waruka一なし

の原則を決め，記号の【大きさ】【塗りつぶし方】【向き】

dacj

童naka一なし

【補助記号】を与えていく。この点についての具体的な

dacika−N

イカナイヨーニシロ類

…

u形

イカナイホーガイイ類

…

爪形

これ以降は，それぞれの類ごとに語形の分割と記号化

aka−N

abunee一なし

C−2．記号化の原則

手順は省略する。221・223図に現れず，225図に現れる

226図では，記号の各要素は，語形の次の部分によっ

語形について対処した他は，いずれの類についても，

て決める。

221・223図の方法に準じている。

【色】語形全体の形態の種類

B−3．凡例における記号の並べ方

【形】「前部」の形態

凡例における記号の並べ方は，まず，記号の【色】を，

機・緑・赤・水・茶・紺の順に並べる。次にそれぞれの

【大きさ】「後部」の形態

【色】の中で同じ【形】がまとまるように並べ，さらに

【塗りつぶし方】「後部」の形態。一部「後部」と
「前部」の組み合わせご

その中を【大きさ】【塗りつぶし方】の順，または，【塗

【向き】「前部」の形態。

りつぶし方】【大きさ】の順で並べる。どちらが優先さ

れるかは語形全体の種類によって異なる。最後に【補助

以下順を追って説明する。

まず，語形全体の種類をおおまかに分け，それによっ

記号】【向き】の順で同じものがまとまるように並べる。

て，記号の【色】と【形】を決める。

C．226図「行ってはいけない」（後半）の記号化

檀．イケナイ類

…

正三角形

類似に配慮して，第4集172図「行ったってだめだ」の

グイカン類

…

二等辺三角形

記号化の方法に準じて行うこととした。ここでは簡略な

型

…

二等辺三角形

…

平二等辺三角形

226図の記号化は，現れる語形の共通性と，意味的な

アカソ類

説明にとどめるので，詳しくは，172図の記号化の解説

ク．カン類

・・

ﾈ玉形

（第4集解説書156〜161ページ）を参照してほしい。た

茶：ワカラナイ類

だし，以下の記号化では，この項目に必要な変更を加え

ク

マイネ類

…

矢印形

たところがある。

ク

ツマラン類

…

リボン形

C−1．語形の分割

〃．オエン類
ク：スマン類

…いちょう形
u形

Nを含まな

ク

デケン類

…

紡錘形

い語形の場合は，最後のd，r，勾，」以降を「後部」，そ

ク

デナイ類

…

涙滴形

226図では，語形を「前部」と「後部」に分割して扱
う。形態の上では，最後のn，N以降か，

n，
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〃：ナラナイ類

…

円形

榿・赤・茶・水・緑・紺の順に並べる。次にそれぞれの

〃：ナン類

…

鍵穴形

【色】の中で同じ【形】がまとまるように並べ，さらに

水：ラチャカン類

…

二等辺三角形

その中を【大きさ】【塗りつぶし方】【向き】【補助記号】

〃：ヤザガネ類

…

二等辺三角形

の順に同じものがまとまるように並べる。

ク：ヤクセン類

…

小刀形

D．225・226図における併用地点の記号の配置の

緑：ダメ類

…

正方形・長方形

順序

ク：ダイジ類

…

平行四辺形

ク：イナ類

…

太陽形

に記号を置く際には，凡例の見出しの順に対応させて配

紺：ドーモナラナイ

…

円形

置する。すなわち，複数の語形のうち，凡例で先に挙げ

ク：ナイ類

…

菱形

られている語形に対応する記号を左に置き，以下，凡例

〃：ワルイ類

…

鳥形

で挙げられている順に右に並べていく。これは，『方言

ク：ヨクナイ類

…

蝶形

文法全国地図』での併用地点における一般的な押印順で

〃：ンガッタ類

…

狐形

ある。

ク：アブナイ類

…

鍬形線記号

次に，

226図「行ってはいけない」で，回答が複数ある地点

一方，225図「行ってはいけない」で，回答が複数あ

「前部」の形態によって，各類ごとに記号の

る地点では，それぞれの語形の「後半」の226図での凡

【向き】を決める。例として，イケナイ類の場合を挙げ

例の見出しの順に対応させて配置する。すなわち，複数

る。

の語形のうち，その「後半」の部分が，226図の凡例で
「前部」

【向き】

ike

上

ige

右上

eke

左上

ege

右

eoe

左

先に挙げられているものを左に置き，以下，「後半」の
部分の凡例の順に右に並べていく。

続いて，「後部」の形態によって記号の【大きさ】を
決める。「後部」にmas，

des，

daraを含むものは大記号，

それ以外は小記号とする。これにより，単純な断定表現
には小記号があたり，推量表現や丁寧な表現には大記号
があたることになる。

さらに，「後部」の形態によって記号の【塗りつぶし
方】を決める。以下に基本的な方針を示す。

否定辞（形態上類似したものを含む）については，N
にべた記号を与え，そこから遠ざかるにしたがってぬき

的記号となるようにし，naiに白抜き記号を与える。断

定辞（形態上類似したものを含む）については，daに
べた記号を与え，そこから遠ざかるにしたがってぬき的
記号となるようにする。「後部」のない形態は，白抜き
記号とする。

ただし，ラチャカン類では，「前部」の形態も加味し
て，【塗りつぶし方】を決めた。また，大記号について
は，適宜塗りつぶし方を用いた。

C−3．凡例における記号の並べ方
凡例における記号の並べ方は，まず，記号の【色】を，
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表現を用いることで，間接的に希望を表明する，という

4．

ようなこともあるかもしれない。しかし，こういつた相

希望表現

互の連続性が認められる一方で，両者の基本的意味には

4．1．希望表現の概要と記号化

違いもある。そこで，以上のことを念頭に置いた上で，
ここでは，意志の表現と見られる回答は不採用にするこ

A．希望表現の語形の採用と統合

ととした。以下に，意志を表すと見て不採用にした回答

A−1．希望表現の概要と関連項目

の例を挙げる。

希望表現は，話し手が，自分や他者によるある行為の

227図「行きたいなあ」

実現を望んでいる，という気持ちを表出する表現である。

6488．48

ここでは，話し手自身の行為の実現への希望を述べる表

738398

現である「行きたいなあ」（227図）と，その否定表現

［ikoka］

［iko：kana＝］

229・230図「行きたくない」

「行きたくない」（229・230図），それに，第三者の行為
の実現への希望を述べる表現である「行ってもらいたい」

（231図）を取り上げている。またこれとは別に，228図

2771．97

［eganε］

7316．65

［ikaN］

231図「行ってもらいたい」

「行きたいなあ」では，「なあ」にあたる，いわゆる詠嘆

5696．16［ittemora：be：］

の終助詞を見ることもねらいとしている。

8324．40［itaTmorao］

ここで，希望表現と他の表現分野との関係を見ておく。

一方これ以外は，「話し手自身や他者がある行為を行

希望表現は意味的に意志表現と近い点を持つ。両者は，

うことを，話し手が望んでいる（または，望んでいない），

「実現を志向する意味を表す」（第3集解説書5ページ左，

という気持ちを表出する表現」と見られるものは比較的

「意志形」の解説）という点で共通の性格を持っている。

広く採用した。「イキタイ」「イコーゴタル」「イチブサ

しかし一方，典型的な意志表現が，実現に向けて積極的

ン」，「イキタクナイ」「イコーゴトナカ」「イチブサコー

に事態を引き起こそうとする姿勢を感じさせるのに対

ネーン」，「イッテモライタイ」「イッチモラオーゴタル」

し，希望表現はあくまでも「望む気持ちの表出」にとど

「イジムレーブシャン」などの，典型的な希望（の否定）

まっているという違いもある。（cf．「行きたくないけれ

表現の形式を用いた回答を採用したことはもちろんであ

ども行こう」）

るが，その他にも，種々の表現類型による回答を，希望

また，形式に注目すると，希望表現の全項目を通じて，

表現の範囲に収まるものと見て採用した。具体的な例に

九州に広く，「〜ゴタル」という形式が現れる（「イコー

ついては，各図の説明で述べる。

ゴタル」「イコーゴトナカ」「イッチモラオーゴタル」な

なお，

次の回答で用いられている「〜キナテラ」は，

ど）。この形式は，少しずつ分布範囲を異にしながら，

この地域（青森県津軽地方）の意志表現を担う形式とし

様態表現や伝聞表現にも現れている。これら複数の表現

て知られているが，採用した。

分野の地図を比較することにより，この形式が担う意味

227図

の広がりの，地点による違いを見ることができる。

230図

A−2．希望表現における採用の方針

2790．38［eg山klnatera＝］

ク

［eganeklnatera］

これは，同じく「キ（気）」を含む，次のような回答と

次に，希望表現の採用の方針の中で，すべての項目に

の連続性を考慮したためである。こちらは希望（の否定）

かかわる点について述べる。ただし，228図「行きたい

表現の範囲内におさまるものと見て採用している。

なあ」は，終助詞を扱っていて採用の方針がまったく異

230図

なるので，ここでは取り上げず，「各図の説明」の中で

7441．02［ikukigaseN］

以上は，「希望表現」という表現分野の枠組みにかか

述べることにする。

わる採否の観点であった。次に，それ以外の意味的・文

希望表現の項目には，「イコーカ」「イカナイ」「イッ

法的な採用の範囲について述べる。

テモラオー」などの，意志を表すと見られる回答が現れ

希望表現では，どの項目でも，動詞「行く」を用いた

る。前述のように，希望と意志の表現の問には，もとも

質問文を提示している。そこで，語形の採用にあたって

と共通点や近接性がある上に，場合によっては，意志の

1ま，動詞を用いていない回答や，「行く」にあたる動詞
54

を用いていない回答は不採用とした。ただし，『方言文

濃、

法全国地図』第5集の他の多くの項目と同様，語源が

認｝〈（・面面

「行く」と異なっても，意味的に質問文の文脈における
「行く」にあたると思われる動詞を用いた回答（琉球の
「パルン」の類，東北の「アブ」の類，八丈島の「デル」

訟N｝〈（？ik，

h）・㎞＞

など）は採用した。また，「行く」にあたる動詞に補助
229・230図「行きたくない」

動詞の後接した回答があったが，これらも，「希望表現」

としてのねらいから見て，意味的に大きくずれるもので
はないと考え採用した。以下に例を挙げる。
・「イッテクル」
227図

1701．80［ittekitaina：］

・「イッテミル」
227図

5579．12［ittemitaina＝］

229図

4629．81［ittemidagulnai］

上の例の中にも含まれるように，部分統合の対象は，

A−3．希望表現における語形の統合
次に，語形の統合に関する事項のうち，希望表現の項

語源的に「行く」に対応する語だけに限らなかった。補

目に共通するに点について述べる。

助動詞が接続した「行ってくる」「行ってみる」などや，

（1）部分統合

語源の異なる「パルン」「アブ」の類なども，「行く」と

希望表現では，項目のねらいから考えて，回答語形の

ともに統合の対象とした。また，上にもあるように，特

後半の部分（「行きたい」の「たい」，「行きたくない」

に「〜タイ」の類には，「〜iタイ」という接続の他に，

の「たくない」，「行ってもらいたい」の「てもらいたい」）

「〜uタイ」など接続の異なる回答も見られるので，こ

に主な注目点があると考えられる。動詞部分の変異を明

の点が地図上に反映されるよう，統合は，〈ikitai＞の場

らかにすることは，これに比べると優先順位が低い。そ

合，「iki」までではなく，「ik」までとした。

ここで統合の対象となり，地図上には反映されない部

こで，希望表現の三項目では，「行く」などの動詞にあ
たる部分に語形の部分統合をほどこし，地図化を行った。

分のバリエーションの分布については，例えば，第5集

部分統合の対象とした箇所は，227・229・230図と231図

221図「行くなよ（やさしく）」，223図「行くなよ（き

とでやや異なるので，それぞれに分けて説明する。

びしく）」などで，ほぼ同様の様相を見ることができる。

①227・229・230図

②231図
231図「行ってもらいたい」では，回答の中の，「て」

227図「行きたいなあ」，229・230図「行きたくない」
では，原則として動詞にあたる部分の最後の子音までを，

にあたる形式に前接する部分（「行っ」にあたる部分）

部分統合をほどこす対象とした。例えば，〈ikitai＞であ

を部分統合をほどこす対象とした。例えば，

れば，「ik」までが統合の対象となる（おおむね，子音

〈量ttemoraitai＞であれば，「it」までが統合の対象となる

語幹動詞の語幹の部分）。以下に例を示す。表記は地図

（おおむね，動詞の音便語幹の部分）。以下に例を示す。

見出しの表記による。

227図「行きたいなあ」
ikitai
igitai

ii総｝〈一一

iηitai

icimitai
〈（ik，

ig，

iη，

icim，

ittek，

ittem，

ittekitai
item，

ek，

juk）itai＞

ここで統合の対象となり，地図上には反映されない部

ittemitai

itemitai

分のバリエーションの分布については，第5集225図
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B．希望表現の語形の記号化

「行ってはいけない」で，ある程度，見ることができる。

記号化の方法は，各国を通じて共通の部分もあるもの

（2）終助詞の採用と統合

終助詞については，227・228図「行きたいなあ」で

はB方式をとり，229・230図「行きたくない」と231

の，異なる部分も多いので，「各図の説明」で各項目ご
とに述べる。

図「行ってもらいたい」ではAα方式をとった。詳しく

4．2．各図の説明

は各図の説明の中で述べる。
（3）問題となる音声

次に，語形の統合や終助詞の認定の際に問題となる音
声について述べる。

227図
228不

行きたいなあ
行きたいなあ

次の地点の回答の末尾（に近い）部分に現れる［ja］
は，一見終助詞のように見える。しかしこれらの地点で

〔語形の採用と統合〕

は，連母音「アイ」に対応して，［eja］［εja］という音

希望表現のうち，話し手が，自分自身である行為を行

声が現れることが，調査者によって報告されている（第

うことを望んでいる，という気持ちを表出する表現を見

2集解説書36ページ左，第3集解説書140ページ右）。

ようとした地図である。同時に，そのような表出の際に

そこで，これらの［tεja］［teja］，［n司a］［neja］（下線を

用いられる終助詞を見ることもねらいとしている。調査

付した部分）は，終助詞が付いた形ではなく，全体が，

では，「「温泉に行きたいなあ」とつぶやくとき」という

希望の助動詞（「たい」の類），否定の形式（「ない」の

状況設定をした上で，「行きたいなあ」にあたる方言形

類）にあたると判断した。

を求めた。

このように複数の観点を持つ質問項目であるので，回

227・228図「行きたいなあ」
6643，17

答のうち，「行きたい」にあたる部分と，「なあ」にあた

［ikitejana：］

る部分を分け，別々に地図化を行った。

229・230図「行きたくない」

227図「行きたいなあ」を見ると，北海道から九州北

6636．30

［ikitakamεja］

6643．17

［ikitakuln鰭ja］

東部にいたる広い地域に「イキタイ」などの「〜たい」

［ikitaka：n（ミja］

類が広がっているのに対し，九州西部から南部にかけて

［jukitakunミla］

の地域に「イコーゴタル」などの「〜ごたる」類，琉球

ク

6635．21

に「イチブサン」などの「〜ぶさん」類が，明瞭な分布

231図「行ってもらいたい」
6636．30

［itternorae：tεja］

域を持って広がっている。

一方228図「行きたいなあ」では，全国に広く「ナー」

6643．17［ittemoraiteja］

これに対して，そのような報告がない次の地点の回答に

の類が分布する中で，「ノー」の類が，中国地方西部か

現れた［teja］は，「たい」の類に終助詞［ja］が接続し

ら大分にかけてまとまった分布を持ち，その他，紀伊半

たものとして扱った。

島沿岸部，新潟中部，山形の日本海側などにも分布して

227・228図

231図

いる。過去回想表現に用いられる終助詞を扱った，第4

7374．97［ikit（オaga切a］

ク

［itemorait句ano］

集187図「（あのときは）おもしろかったなあ」と比べ

次の地点の回答に現れる［k］は，表記レベルでの統

ると，分布地点に多少の出入りはあるものの，両図の分

合を行わず，〈？ikbu釦am＞〈？ikbus飼aa＞＜？ikbusikkanem＞

布はよく似ている。一方，187図にはほとんど現れず，

として見出しに立てた。

228図に見られるものとして，「ンダケド」のような，

227図

0246．88［？ikbu∫am］
ク

230図

逆接の接続助詞由来の形式がある。特定の分布域を持た
ずに全国に散在し，地点数も多くないが，「自分の希望

［？ikbu∫句a＝］

0246．88［？ikbu∫lkkanem］

を述べる」という表現内容を表出する際の発話態度（た

この地点（鹿児島県大島郡瀬戸内町芝）では，［k］と

めらいがちに述べる，など）との結び付きが考えられよ

［t］［p］など他の単独子音との問に対立があることが考

う。

えられるためである。（第3集解説書112ページ右）

なおこの項目の質問文では，「行きたいなあ」の「な
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あ」にあたる終助詞までを求めているが，語形の採用に

4724．56

［eηkana］

あたっては，終助詞の付かない形であっても採用した。

5742．71

［ittekikkana：］

また，終助詞付きの回答と終助詞の付かない同形とが併

6387．62［itt∫imjo：kano：］

用で回答された場合も，終助詞付き回答と終助詞の付か

6488．48

ない回答をいずれも採用した（B方式，第4集解説書

7334．34

［iko：ka］

11ページ）。この項目は「希望表現」の一項目であり，

7381．02

［item麺u：kaina：］

あくまで，「行きたい」にあたる部分が主な注目点であ

［ikoka］

7382．77［hattekokai］〈自分一人でつぶやくときで

ると考えられるためである。また，終助詞を付けない，

もこう言う。「ハッテク」は「（楽しみに）行く」

という形で，希望の表出に伴ういわゆる詠嘆の気持ちを

という意味＞

表す場合もありうるだろう。さらに，採用にあたって，

7383．98

終助詞の意味は問わなかった。希望の表出とともに用い

［iko：kana：］

ク

られる終助詞であれば，すべて採用したことになる。こ

［iko：kaiコ

8345．56［itemirokai］

れは，何よりも，方言における終助詞の意味記述の研究

ク

［ikokane：］

が緒についたばかりであり，全国の方言の個々の終助詞

ただしこれらの回答はすべて疑問の終助詞「カ」を含ん

の意味を吟味して，それに基づいて採否を決することが，

でいる。これは，その意志が未確定であることを表す表

現段階では困難であることによる。

現で，場合によっては，迷いやためらいの気持ちを表す

A．使用状況等が採用規則に合わない回答

こともあると見られる。ここでは不採用にしたが，「実

語形の採用にあたり，使用状況が採用規則に合わない

現を志向する意味」は持ちながら，事態を積極的に動か
そうとする姿勢までは表さないという点で，希望表現と

ために不採用としたのは，次の回答である。

5680．23［ikitenna：］（翌日問い直したところ，

連続的な面を持つということには，留意しておく必要が
あるだろう。

［igitenna：］の方がよいとの回答を得た。）

調査者による注記から，話者が最初の調査時に回答した

一方，意志表現にあたる回答以外で，「話し手が，自

［ikitenna：］は，「話者があいまいな態度を示したり，自

分自身がある行為を行うことを望んでいる，という気持

信なさそうに回答した語形」（第4集解説書6ページ左）

ちを表出する表現」と見られるものは比較的広く採用し

にあたると見て，不採用とした。

た。採用した回答には，「イキタイ」「イコーゴタル」
「イキブサン」のような，「動詞＋希望の助動詞」という

B．意味的・文法的な観点からの採否の検討
意味的・文法的な観点から，回答の採否について検討

語構成をとる典型的な希望表現だけでなく，次のような
回答も含まれている。

したところを述べる。
動詞の部分については，「4．1．A−2．希望表現における採

・行きたいと思う／思っている
3722．42［ikitεtoomotterandomona］

用の方針」に従い，動詞「行く」にあたる部分を含まな

5762．82［ittekite：toomo：］

い次の回答を不採用とした。
0717，50

・行きたくなった

［qjunitsukattekitaina＝］

2793．04

次に，「希望」というモーダルな意味にかかわる点に

・行きたくていられない

ついて取り上げる。

6498．50

「4．1．A−2．希望表現における採用の方針」で述べたと

［ikito：teoreN］

また，次のような「イクトイイナー」類の回答も採用

おり，意志を表すと見られる回答は不採用とした。これ
により不採用となった回答は，次のとおりである。

［ekitagαlnatad3a］

した。

［iko：kana：］

5547．42

［ikj環joi］

3734．14

［曾gI血gana：］

5690．28

［itteku巧ai：na：］

4637．20

［uNgo：kano：］

0894．41

4666．42

ク

6358．43

［ikla：e：no：］

［igo：kana：］

6368．60

［i㎏a：e：no：］

［ittemUo：kana：］

6374．58［ittemirutoe＝no：］

一57一

6383．28

［ikja：e：na］

6387．62

［ikja：e：no：］

6396．62

［ikja：e：no＝］

ある。この点で，質問の趣旨からずれると見て，不採用
とした。

次の，7219．20の第1答と，7269．48の第2答は，類例

6397．11［ikutoe：no：］＜「行きたい」の意＞

である。

7219．20［ikitakane：］〈相手に半ば相談するような気

641222［ikUtoedadomona］

持ちがある。〉

6490．31［ikla＝e：n叩ino：］（本人は自分が行きたい気

持ちをこう表現するとがんばっていたが，調査の

〃

意図からすればこの項目の回答としてはカットす

ぎめの気持ちで＞
7269．48

べきものか。）
6498．50

［iko：gotarune＝］〈自分一人の判断，ひとり

［ikitakana：］

〃

［ittarai：na：］

［iko：gotoan：a：］〈相手がいて言う場合〉

7305．22

［ittarae＝no＝］

いずれも，聞き手を想定していると思われる。しかし，

7308．05

［ikja＝emo：］

その聞き手への働きかけまで含んでいるかどうかは明ら

7334．34

［ikutoi＝ga］

かでない。「独り言」としての発話の範囲に入るかどう

7416．34

［itekitarae＝kendona：］

か微妙な判断になるが，「働きかけ」の有無という点で，

7420．76

ク

7408．46の第1答とは異なると見て，ここでは，7219．20

［it：arae：nonino：］

の第1答と，7269．48の第2答は，採用しておくことと

［itarae：no：］

7431．34
7460．22

8345．56

［itarae：kott∫akendo］

した。

次の注記は，希望の強さに関するものである。これは

［it＝taraema：］

いずれも質問の趣旨からはずれるものではないので，す

［ikutoime＝］

このような表現は，共通語では，ふつう話し手自身の希

べて採用した。
8325．00［ikitene：］〈強い希望〉

望を表さない。6490．31の調査者の注記は，そのような

ク

違和感による判断と思われる。しかし，山口県を中心に
地理的にまとまった分布が見られ，この地域では希望の

［ikogotaT］〈多少ひかえめな希望＞

7370．30

ク

表現として定着している様子がうかがわれること，

［ikitakana：］

［iko：gotaruna：］〈行きたい気持ちが第1答

より強い。＞

6490．31の注記の中の話者の発言や，6397．11のような話

者による注記があること，また，共通語でも，「行けた

C．音声の統合

らいいなあ」のような表現であれば，話し手自身の希望

音声の統合に関して，次のような回答があった。

を表すことができ，連続性が考えられること，などから，

8353．74

［ikogot∫avai］

この類の回答は採用した。なお，この類の回答はすべて

この回答の［va］は，〈wa＞に統合し，音声内容として

「イキタイ」類の回答との併用語形として現れている。

vaを掲出した。『日本方言大辞典』「音韻総覧」による

「イキタイ」類との間に，何らかの微妙な意味の違いが

と，「ワ」の［w］に対応して，［v］と類似した有声の

あることが予想される。

唇歯接近音が現れる方言がある旨の記述がある（［va］

複数の回答の問での発話状況や意味の違いについて，

は取り上げられていない）。ただし，「音韻総覧」に例と

注記が加えられている回答がある。

して挙げられている地域は岩手と北陸であり，上記の地

次の回答は，第1答の注記が問題となる。

点（鹿児島県鹿屋市）とは離れている。また，音声自体

7408．46［ikitaino：］〈相手に呼びかける。〉
ク

もやや異なるものであるので，上記のような統合のしか

［ikitaina：］〈自分への呼びかけ〉

たは多少問題を含むかもしれない。

質問文には，「つぶやくとき」という状況の指定がある。

これは，特定の聞き手を想定しない，話し手の独り言と

次の回答は，無声化した母音を表記していないものと
見られる。

しての発話を，回答として求めたものと考えられる。上

5547．42

［iktaina：］

→

〈ikitai−naa＞

記の第1答は，注記から判断するに，聞き手を想定し，

5732．77

［ekgtεna］

→

〈ekitε一na＞

しかも，その聞き手への働きかけを含んだ表現のようで

5751．78

［ekgtatna］

一58一

→

〈ekitai−na＞

5771．36

［ekgtε：na］

→

〈ekitεε一na＞

この項目では，回答全体を，「行きたい」に相当する

いずれも，［k］または［kg］の後に［i］を復活させ，

前半と，「なあ」に相当する終助詞の後半とに分け，前

表記レベルの統合を加え，→の右側のような見出し語形

者を227図，後者を228図として地図化を行った。前半

として採用した。

と後半の分け方は，例えば次のようである。〈〉の中

D．参考話者

の，一（ハイフン）より前の部分が前半，それより後の

次の回答は，参考話者の回答として採用した。回答者

部分が後半である。

は，これまでも参考話者として採用されている同席者で

［ik藍taina：］

→

〈ikitai＿naa＞

ある。

［ikiteno＝］

→

〈ikite−noo＞

7373．31

［イコゴタル］

また，次の回答は，注記から，「その土地で自分より
上の世代の者が使うと話者が指摘した語形」にあたると
見て，やはり参考話者の回答として採用した。

［ikitaigana：］

→

〈ikitai−ganaa＞

［iko：gotarune：］

→

＜ikoogotaru−nee＞

［ngibuhansa：］

→

〈NgibuhaN−saa＞

ただし，終助詞がそれより前の部分と融合して音変化

734991［ikitaino：］（ゆ）〈古老〉

を生じたと見られる場合については，次のように分割し

一方，次の回答は，参考話者の回答として採用しなか

た。

（1）融合形の場合は，融合したと見られるはじめのモー

った。
4735．32

［igitεna：］

6610．08

［ikite：na：］

7391．41

7373．99

［iko：gotarune：］

8352．08

［ikogot∫arai］

→

〈ikogoqlar−ai＞

1233．52

［？ikibusakka＝］

→

〈？ikibusak−kaa＞

うまでを前半に含める。

4735．32は，これまでも不採用としてきた同席者であ
る。6610．08には同席者が二人おり，そのうち一人は参

［ikogotaNna：］

→

〈ikogotaN−naa＞

（2）融合して「行きたい」に相当する部分の末尾のモー

考話者として採用する条件を備えているが，一人は条件

ラが消えてしまったと見られるものについては，終助

を備えていない。この回答は，どちらの同席者の回答か

詞に相当する部分で前半と後半を分けた。

わからないため，不採用とした。7373．99の回答者は，

0246．88

［？ikbu∫句a：］

→

〈？ikbuミjajaa＞

出身地の字が主たる話者と異なっており，子等歴も不明

1270．26

［？ikibusasa：］

→

〈？ikibusa−saa＞

また，次のような形式は，終助詞に準じるものと見て，

である。

E

採用した語形について

後半に含めた。例とともに挙げる。
・「のだ」の類

最後に，採用した語形について解説を加える。

5549．32

次の回答の中の最初の［η］は，従来の記述研究で知
られているこの地域（鹿児島県枕崎市）のガ行鼻音の現

［ikitaiηadaredo］

→

6435．04［イキタインジャガナ〜］
→

れ方と異なっている。
8361．42

〈ikitai一ηadaredo＞

〈ikitai−N勾aganaa＞

・「ものだ」の類

［iηo？Oodano：］

5653．96［ikite：monda］

また［？］の位置も，あるいは，二番目の［ηo］の後で

→＜ikitee−moNda＞

638598［ikltaimond3ano：］→＜ikitai−moN勾anoo＞

あるべきものかもしれない。このような不明点はあるも

・「ことだ」の類

のの，ここでは，報告のまま採用した。

7431．34

「4．1．A−3．希望表現における語形の統合」で述べたよ

［itarae：kott∫akendo］

→

うに，この項目では，語形の部分統合を行う。統合は，

〈itaraee−koc（jakeNdo＞

原則として「行く」などの動詞にあたる部分の，最後の

なお，次の回答の中の［domo］の部分は，「と思う」

子音までを対象とした。ただし，「行ったらいい」にあ

にあたるもので，全体で「行きたいと思うなあ」にあた

たる語形では，例外的に次のような統合を行った。

る可能性もある。しかしここでは，この部分を逆接の接

itaraee，

ittaraee，

itekitaraee

→

〈（i，

it，

iteki）

taraee＞

続助詞由来の終助詞と見て前半と後半に分けた。

〔語形の記号化〕

1743．81と4676．57では，第1集38図「寒いけれども

A．

（がまんしよう）」の回答が，〈domo＞であることも参考

「行きたいなあ」の前半と後半

一59一

また，「たい」類，「ごたる」類では，その中の下位分

にした。

1743．81［ikitedomona：］

→〈ikite−domonaa＞

2785．15［ekftedomona：］→〈ekite−domonaa＞

類によって，おおむね次のように具体的な【形】を決め
る。

「たい」類

4676．57［ikitaidomona：］→＜ikitai−domonaa＞

タイ類

…

正三角形

記号化の方法について，227図と228図に分けて解説す

タカ類

…

ばち形

る。

チャ〜類

…

二等辺三角形

次に，このようにして分割した前半後半二つの部分の

B．

「行きたいなあ」（前半・227図）の語形の記

「ごたる」類

ゴトアル類（後後部全体が3〜4拍で，3側目が広

号化

母音のみの拍である形）

B−1．語形の分割

…爪形

ゴタル類（後後部全体が2〜3拍で，3拍目が広母

前半の記号化に際しては，語形を前部と後部に分けて

音のみの拍以外の形）

扱った。おおむね，「行く」にあたる部分を前部，「たい」

などの助動詞にあたる部分を後部，とすることを原則と

ゴッアル類（2拍目が擬音である形）

した。ただし，厳密にはこれに当てはまらないものもあ

ゴチャル類（2拍目がqaである形）

…分銅形

…リボン形

…小刀形・平行四辺形

る。次に分割の例を示す。ハイフンの前が「前部」，ハ

「後部」の形のさらに細かい区別を示すためには，記

イフンより後が「後部」。表記は地図見出しの表記によ

号の【大きさ】と【塗りつぶし方】を適宜用いた。水色

る。

iki．tai

ikoo−gotaru

では，【補助記号】（記号の上に一本線）も用いた。また

igi−tε

iko−gocja

一部【向き】を用いたところもある。具体的には，地図

eηu−dεε

ici−busaN

凡例を参照。

次に，「前部」の最後の音によって，記号の【向き】

ika．baa

iki−tεdomotera

pac−coo

i，f，0，

iki−takagotaru

it−taraii

u

を次のように決める。

B−2．語形の記号化

a

e

OO

【色】【形】後部の種類

その二

上

その上で，記号の各要素を次の部分によって決める。

上

ikl−pussa

上左左下右

iki＿taka
？iki−casaN

また，前半に続く後半がないもの（後に終助詞がつか

【大きさ】【塗りつぶし方】後部の形態

【向き】主として前部の最後の音。一部，後部の形態

ないもの）については，記号の下に【補助記号】（一本

【補助記号】続く後半の有無。また，水色の記号では

線）を付けた。なお，凡例の見出しでは，前半に続く後
半があるもの（後に終助詞の付くもの）には，見出しの

後部の形態。

まず，「後部」の種類によって記号の【色】と【形】

最後に⇔（ハイフン）を付け，前半に続く後半のない
ものと区別した。

を決める。

「たい」類

…

水：各種の三角系記号

「ごたる」類

…

茶：各種の四角系記号

B−3．凡例における語形の並べ方
凡例においては，見出し語形を，「後部」「前部の最後

「ぶさん」類…赤：円形記号

の音」「後続する後半の有無」の順に優先して配列した。

「ばや」類

この結果，記号はおおむね，【色】【形】【塗りつぶし方】

その他の類
「といい」類

…

緑：花びら形記号

…紺
：蝶形記号

「気になっている」：T形記号

【向き】【補助記号】の順にまとまりをもって配列されて
いる。

C．

「たい」類と「ごたる」類の両方を含む「タカゴタル」
に対しては，茶色の三角系記号を与えた。

「行きたいなあ」（後半・228図）の語形の記

号化
C−1．語形の記号化

60一

〃

kedomo

統一的な方法で分割することはしなかった。しかし，こ

ク

kedomo

naa

の地図に現れる語形には，種類や語構成の上で，次のよ

ク

kedomo

naa

うな特徴がある。

ク

keNdo

naa

「行きたいなあ」の後半の記号化に際しては，語形を

・単一の終助詞からなる語形（naa，

noo，

jo，

kedomoな

ク

〃

・下
以

kedomonaaなど）がある。

〃

・ナ行の終助詞が多く現れる。

・逆接の接続助詞に由来する終助詞が比較的まとまつ
て現れる。

団a

keNdo

koccja

keNdo

N

domo
domo

da

この表の左から順に説明していく。

①形式名詞・準体助詞・断定辞の有無によって【大き

・形式名詞（mONなど）・準体助詞（N，
断定辞（da，勾a，

toなど）や

さ】を，種類によって【向き】を決める。（ただし，

jaなど）を含む語形がある。

【大きさ】【向き】は，これ以外にも語形の区別をする

このような点に着目し，記号の各要素を，おおむね語

ために適宜用いている。）形式名詞・準体助詞・断定

形の次の部分によって決めた。

辞を持つ語形は原則として大記号とし，次のような向

【色】【形】語形の中の中心的な終助詞の種類と形態

きを与える。

【塗りつぶし方】ナ行の終助詞の有無と種類

N勾a

…

【大きさ】おもに形式名詞・準体助詞・断定辞の有無

N，Nda，

【向き】おもに，形式名詞・準体助詞・断定辞の種類

切a

と，複合終助詞の末尾の終助詞の形態。
まず，終助詞の種類を大きく分けて，次のように【色】
を与える。

（1）逆接の接続助詞に由来する形（ガ類，ケレドモ類，

バッテン類，ノニ類など）とそれに似た形
（2）（1）を除き，語形の中にnを含むもの

…

ク

※

mON

左下

左

り，語形の初めの終助詞が同じであれば，色が異なつ
ていても同じ【形】があたることになる。（mONdanaa
（緑）とmONda（紺）：平行四辺形記号，

③語形の中にナ行の終助詞を含むかどうか，含む場合

③二丁④向き⑤黎

どのような種類か，を次のような方針で，【塗りつぶ
し方】に反映させる。

naa

naa

ナ（一）の類…ベタまたはそれに近い塗りつぶし

ja

ニャ（一）・ネ（一）の類…面積のある塗りつぶし

〃紺〃

naa

ノ（一）の類…中に一本線

joo

nOO

ナ行の終助詞を含まない場合…ぬき

raa

ク

wai

④⑤

初めの終助詞の後に，別のナ行以外の終助詞が付

加している場合，紺では，【向き】によって適宜区別

raa

する。緑・水では，次の位置に【補助記号】（一本線）
を加える。

．J

〃

a

ク水〃

da

ア行

…

左上

ga

サ行

…

右上

ヤ行

…

右下・下

ga

joonoo（緑）

とjoo（紺）：曲玉形記号）

da

SOO

勾a

…

…

緑

joo

mON

to

mON

紺

（※＝【形】もナ行の終助詞によって決める）
〃

ja…下

辞）で決める。具体的な形は，凡例を参照。これによ

そして，【色】以外の記号の各要素を，語形の部分に

※

…右
za，

②記号の【形】は，語形の初めの終助詞（一部，断定

対して，概略次のように対応するようにあてる。

硫誌②形

右上

水

…
…

（3）以上にあてはまらないもの

…

da，勾a，

左上

aNda…上

kocqa

【補助記号】複合終助詞の末尾の終助詞の形態

緑

an
a
n

ど）と，複数の終助詞が複合した語形（複合終助
詞：na句a，

Nda

jaa
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ワ行

…

左下

保するとともに，共通語で形容詞型活用をとる「たい」

ラ行

…

左

の類を用いた「行きたくない」類について，第3集所収
の形容詞否定形の分布図と比較可能な記号化を行うこと

以上の記号化の方法は，第4集の過去・回想表現aの
後半の地図（187図「おもしろかったなあ」，189図「行
ったなあ」，191図「いたよ」，193図「書いたよ」，195

を意図した。

229図「行きたくない一その1一」において「たい」

図「強かったよ」）の記号化の方法（第4集解説書271

類がとる形に注目すると，東日本に非音便形の「イキタ

〜273ページ）を参考にし，この地図（228図）にあわ

クナイ」類，西日本にウ音便形の「イキト（一）ナイ」類

せた変更を加えたものである。特に187，189図は，地

がそれぞれ広く分布し，大きく東西対立をなしている。

図タイトルが，この228図と同じ「〜なあ」であるので，

このような分布状況は，「たい」類の分布しない九州中

できるだけ比べ見ることができるように考慮した。ただ

部以南を除き，形容詞の否定形を扱った第3集137図

し，記号がすべて共通というわけではないので，注意が

「高くない」における，「タカクナイ」類と「タコ（一）ナ

必要である。

イ」類との分布状況にきわめてよく重なる。

C−2．凡例における語形の並べ方

A．使用状況等が採用規則に合わない回答

凡例においては，まず記号の【色】を，緑・紺・水の
順に並べる。次に，【形】【塗りつぶし方】【方向】【補助

語形の採用にあたり，使用状況が採用規則に合わない
ために不採用としたのは，次の回答である。
6425．37［jukito：nai］（あとで否定したが，実際は使

記号】の順に類似性に従って並べる。なお，ナ行の終助

うと思われる）

詞の中は，ナ（一）・ニャ（一）・ネ（一）・ノ（一）の

順に，ナ行以外の終助詞は，おおむね五十音順に並べ

8354．28［ikitone：］（ゆ）〈そういう人もある＞

た。

5471．49［ekitanIe：コ〈他人が使うこともある〉

いずれも，注記から，話者自身の使用語ではない，あ

C−3．228図における併用地点の記号の押印の川頁序
228図では，回答が複数ある地点の記号は，それぞれ
の回答の前半の見出しの，227図「行きたいなあ」（前

るいは，話者が使用するかどうかあいまいな回答と見て，
不採用とした。

半）における凡例の順序にあわせて，左から順に配置す

この項目における終助詞の扱いは，Aα方式（終助詞
付き回答と終助詞の付かない同形とが併用で回答された

る。

場合は，終助詞付き回答は採用しない。語形が融合形で
ない場合，終助詞の前にハイフンを入れて終助詞を統合

229図 行きたくない一その1−
230図 行きたくない一その2一

する。第4集解説書11〜12ページ）である。これによ
り，次の終助詞付きの回答を不採用にした。

〔語形の採用と統合〕

0717．50

4609．53

希望表現のうち，話し手が，自分自身である行為を行

ク

うことを望んでいない，という気持ちを表出する表現を

5604．28

見ようとした地図である。調査では，「「温泉には行きた

［ikitakulnaina：］

［egidagunenoja］
［egidaguneno：］
［egitakunε：na：］

くない」と言うとき，「行きたくない」のところをどの

6477．12［イキトーナイガイヤ］

ように言いますか。」という質問文によってたずね，「行

6497．57［ikito：naiwai］

きたくない」にあたる方言形を求めた。

6629．13

7407．66［ikito：naiwa］

この項目では，地図化にあたって，全見出し語形を大
きく二つのグループに分け，二枚目地図とした。229図

には「行きたくない」類の語形を登載し，230図には
「行こ一ごたなか」「行きぶさね一ん」など，それ以外の

類の語形を登載している。このように二枚の地図に分け

［i1〈ita：nεna］

B．

意味的・文法的な面からの採否の検討
意味的・文法的な観点から，回答の採否について検討

したところを述べる。

「4．1．A−2．希望表現における採用の方針」に述べた

ることで，「たい」「ごたる」「ぶさん」など希望の助動

とおり，動詞を用いていない回答や，「行く」にあたる

詞にあたる部分のバリエーションの分布の見やすさを確

動詞を用いていない回答は不採用とした。これにより不
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採用としたのは次の回答である。

コーネーン」など，「動詞＋希望の助動詞＋否定形式」

2765．13［s山s山mane（虹a：］
277197

［teηfda］

という語構成からなる典型的な希望表現の回答はもちろ

（？）

ん採用するが，その他に，次のような回答も，「望んで

5615．20［oradamedadzeno：］

いないという気持ちを表出する表現」と見て採用した。

277197の回答は「大儀だ」にあたるものと思われる。

・行きたく思わない

ただし，語源的に「行く」にあたる動詞ではなくても，

6477．12［イキトーオモワンガイコ

意味的にこの文脈における「行く」にあたるものが用い

・行くことはいやだ／行くのはいやだ

られていれば採用した。例えば，「デル」を用いた次の

3734．14

回答は採用した。
7659．62

4652．79

［detakulnakkja］

6374．58

調査地点は八丈島である。共通語でも，文脈によっては
「行く」に近い意味で「出る」が使われることがある。

6610．37［ik田kota：類adawa］

2765．13［eg血nostαs曲mane］

・行く気がしない

言大辞典』「出る」の項など）。

7441．02

「希望」という意味に関わる採用範囲についても，
「41，A−2．希望表現における採用の方針」に述べたとお

ク

2790．38

7441．02［ikutsumoriganai］

意志表現であることにより不採用とした語形は次のと

1答が慣用的に固定した表現であろうか。

しかし次の回答は，「望んでいないという気持ちを表

おりである。

出する」のに用いられることがあるにしても，かなり間

［eganε］

〃

接的な表現であると見て，不採用とした。

［eganε］

・行ったってしょうがない

［egane勾a］

3787．45

［eganε弓ganε］

4637．20

［uNganε］

1801，80［ittate∫o：naiwa］

・行ってどうするか
8300．81

4666．42［iganεwε］（行く行かないの態度をはっき
りと示して，「行かない」という形）
5638．67

［ioanai］

5668．17

［igane］

［itattyanaNsuika］

・行かなくてもいい
4638．OI［iganebattei：］（「行かなくたって良い」の
意）

5669．19［iYane］〈イキタクネーなどとはいわな

4684．87〔egandemoeja］（行かなくてもよいよにあ
たる。）

い。＞
5780．84

［eganekTnatera］

「行く気がしない」の744LO2の第2答は，同じ地点の第

ぎり，比較的広く採用した。

277197

［ikugaseN］

・行くつもりがない

でいない，という気持ちを表出する表現」と見られるか

2773．12

［ikukigaseN］

・行かない気になっている

り，意志を表すと見られる回答は不採用とし，それ以外
は，「話し手が，自分自身がある行為を行うことを望ん

［ikkotoa麺adatdla］
［ikuna：重jadae］

・行くの進まない

しかし，八丈島方言の「出る」は，語彙的意味としても
「行く」に類した意味を持つもののようである（『日本方

［egt血nqjanta］

また，否定を担う形式に関わることとして，助詞「は」

［egane：］

「も」や，形式名詞「こと」の類を含む回答（「行きたく

6477．12［イコーオモワンガイヤ］
6700．04

［igane：dzo］

はない」「行きたいことない」などに相当する形）は採

7316．65

［ikaN］

用した。これらの回答が，共通語と同じようにとりたて

〃

の意味を持つとしても，「望んでいないという気持ちを

［ikando］

6477．12を除き，すべて，終止形の言い切りによる意志

表出する表現」としては，なんら問題なく採用の範囲に

の表現である。

おさまると考えられる上に，方言によっては，とりたて

一方，「イキタクナイ」「イコーゴトナカ」「イチブシ

の意味が薄れて，「〜はない」などに由来する形が，単
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なる否定として機能している場合があることが知られて

A．語形の分割
記号化に際しては，語形を前部と中部と後部の三つの

いるためである（137図「高くない」解説，第3集解説

部分に分けて扱った。おおむね，「行く」にあたる部分

書139ページ）。

また，否定を表すのに，次のように反語の形式を用い
た回答もあるが，これらも採用した。
5681．79

を前部，「たい」などの助動詞にあたる部分を中部，否
定の「ない」にあたる部分を「後部」とすることを原則

とした。次に分割の例を示す。初めのハイフンの前が

［ikitaka：arazuke］

6488．48［イキターアッカレ・ヤ］

「前部」，ハイフンにはさまれた部分が「中部」，後のハ

6538．42

イフンの後が「後部」である。表記は地図見出しの表記

［ikitakaarasuka］

C．音声の統合

による。

語形の統合に関して，次のような回答があった。

iki−taku−nai

次の回答は，無声化した母音を表記していないものと

igi−dagu−nεε

見られる。

eηu−dagu−nεε

5547．42

［iktonai］

→

〈ikitonai＞

iki−too−nai

5751．78

［ekgtagunε：コ

→

〈ekitagunεε〉

iki−toowa−nai

5732．77

［ekgtaganε］

→

〈ekitaganε〉

iki＿taa＿naa

5771．36

［ekgtagunε：］

→

〈ekitagunεε〉

iki−taakotaa−naa

［ekgtaganε：］

→

〈ekitaganεε〉

iki＿taka＿nee

［ekgtagane］

→

〈ekitagane＞

iki＿takaa−nee

ク

5679．69

いずれも［k］または［kg］の後に［i］を復活させ，表

iko−gota−naka

記レベルの統合を加えて，→の右側のような見出し語形

？ici−busaa−neeraN

なお，一部の語形（後に述べる「その他」の類）につ

として採用した。

次の地点の「トウ」という表記は，音声の実質を表す

いては，「行く」にあたる部分を「前部」とする他は，
残りのすべてを「中部」とし，「後部」を立てなかった。

ものではなく，正書法に従った表記であると見て，〈tou＞
ではなく，〈too＞として採用した。

ik−kotoaUada一なし

5567．46［イキトウナイ］

iku−kigaseN一なし

次に「中部」の後半に，「は」「も」などのとりたての

5579．79［イキトウナイ］

形式や，「ん」「こと」といった準体助詞や形式名詞，さ

5588．78［イキトウナイ］
5660．50［イキトウナイ］

らにそれらの複合したものが含まれる場合，その部分を

6509．07［イキトウナイ］

「中後部」とし，それ以外の部分を「中前部」とした。

D．参考話者

そのようなものを含まない場合は，「中部」全体を「中

次の回答は参考話者の回答として採用しなかった。こ

前部」とし，「中後部」を「なし」とした。ただし，

の同席者が，主たる話者と異なる大字の出身であるため

〈iki−taka−nai＞のように，中部にとりたて形式を含んで

である。

いると思われるものの，それが中部の前半と融合して1

7373．99

拍になっているものについては，「中後部」を「なし」

［iko：gotanya：］

E．採用した回答について

とし，「中部」全体を「中前部」とした。次に分割の例

最後に，採用した語形について説明を加える。

を示す。ハイフン（＝）の前が「中前部」，後が「中後

次の回答中の一番目と三番目の［η］は，従来の記述

部」である。

研究で知られているこの地域（鹿児島県枕崎市）のガ行

iki−too＝なし一nai

鼻音の現れ方と異なっているが，ここでは報告のまま採

iki．toO＝wa．nai

用している。

iki−taa＝一なし一naa

8361．42

［iηoηadanaηa］

iki＿taa＝kotaa＿naa

〔語形の記号化〕

iki−taka＝なし一nee
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iki−taka＝a＿nee

る。次に一部を例として挙げる。「大」とあるのは大記

iki−taka＝なし一nai

号，それ以外は小記号である。

B．語形の記号化
その上で，229・230図では，記号の各要素を，語形
の次の部分によって決める。
【色】

中前部の種類，形態

【形】

後部の形態

【大きさ】

【向き】

中前部の形態

前部の最後の音

【補助記号】

長方形

nae

正方形

naε

欠け正方形

nεε

リボン形

ク

nε

後部の形態

【塗りつぶし方】

nai

中後部の有無，および，形態

以下，語形の部分ごとに説明する。

・大

nee

小刀形

ne

〃

・大

naka

分弓形，爪形

neeN

涙滴形

neN

〃

・大

まず，「中前部」のおおまかな種類によって，掲載す

次に再び，「中前部」の形態によって，記号の【塗り

る地図を決める。「たい」類を229図，それ以外は230図

つぶし方】を決める。「たい」類について，一部を例と

に掲載する。そして，それぞれの地図ごとに記号の【色】

して挙げると，次のとおりである。

を与える。

229図一「たい」類…

水・榿・赤・茶・緑・紺

水

榿

taku

too

赤
taka

tai

tagu

to

taga

dai

daku

cjaa，

qaku

ta

cja

茶

daga

…べた
tεgu＼

tegu
degu

／

te

taa
「ごたる」類，「ぶさん」類の【色】は，227図「行

緑
ぬきのある

塗りつぶし

…一本線入り

…ぬき

「ごたる」類，「ぶさん」類についても，それぞれの類の

きたいなあ」（前半）の「後部」の記号化における，「ご

中で，同じ，あるいは，類似の「中前部」には，できる

たる」類，「ぶさん」類の【色】と共通である。

だけ，同じ，または，類似の【塗りつぶし方】をあてる

「たい」類については，さらに，「中前部」の種類の

ようにした。次に一部を例として挙げる。

下位分類によって，【色】を決める。
・taku，

tagu，

daku，

dagu，

（k，g，hを含み，最後の音がu。
・daegu，

dεεgu，

tεgu，

「ごたる」類

tahu，（jaku，

dεgu，

teku，

（k，gを含み，最後の音がu。

gota

caku

k，g，hの前がa）…水

tegu，

degu，

taga，

daga，

teka，

tako，

k，g，hの前がe，ε，u）

busa，

tOO，

tO，

taa，

ta，（jaa，

Cja，

Caa，

tミ），

（前半）」と共通である。

u，ii

tahaa，

…茶

e

OO

cjasoo

（k，gを含まず，二音節）

…

べた

…

一本線入り

…

ぬき

…紺

a

上 上

i，i，0，

te

taha，

bukoo

husaa

上左左下右

・tacja，

b殉aa，

さらに，「前部」の最後の音によって，記号の【向き】

…榿
dai，

bu団a，

を次のように与える。これは，227図「行きたいなあ

taU

（k，g，hを含まず，一音節，最後の音がi，e）

busaa，

buku，
…赤

（k，g，hを含まず，一音節，最後の音がa，u，o，D）

・tai，

べた

二本線入り

busikoo

tεko

（k，gを含み，最後の音がa，o）

…

「ぶさん」類

toku

…緑
●taka，

…

gocja

子音

次に，「後部」の形態によって記号の【形】を決める。

最後に，「中後部」の有無と形態によって，【補助記号】

細かな形態の違いを表すために記号の【大きさ】も用い

（一回線）を与える。「中後部」がない場合は，【補助記

一65一

以上の記号化の方法は，形容詞の否定形項目である第

号】を付けない。「中後部」がある場合，その形態によ

3集137図「高くない」の記号化の方法（第4集解説書

って，次の位置に付ける。

wa

…

a

上

139〜143ページ）を踏まえ，この項目に合わせた変更

右

を加えたものである。

mo
mu

…

右上

特に，229図に掲載した語形（＝「中前部」が「たい」

…

左上

類の語形）については，記号の【色】【塗りつぶし方】

mi

…

rnaa

…

N

・・

左

【形】【補助記号】のいずれも，可能な範囲で両図の間の

ド

右下

平行性を保つようにした。例えば記号の【色】について

E下＋左下

見ると，229図では，〈ikitakunai＞に水，＜ikitoonai＞に

右＋左

榿，〈ikitakanai＞に赤を与えているの対して，137図で

koto

…

kotaa

…

右一ヒ＋左下

は，〈takakunai＞に水，〈takoonai＞に榿，〈takakanai＞

kota

…

左上＋右．．ド

に赤が与えられている。またいずれの語形も，【記号の

終助詞付きの回答に，下向きの線の【補助記号】を与
えるのは，『方言文法全国地図』全体の記号化の原則ど

形】は「長方形」，【塗りつぶし方】は「べた」，【補助記

号】は「なし」となっている。

すべての語形について，両図の記号が一致しているわ

おりである。これらの【補助記号】は，「前部」の最後

けではないことに注意が必要だが，これによって，共通

の音によって記号の【向き】を与えた後に付加する。

なお，紺色を与えた類については，【向き】が上記の
手順によっている以外は，形，大きさ，塗りつぶし方を
このような記号化の手順の結果，例えば＜ikitakaanεε一

（赤）〈iki

前

taka

中

部

a

nεε一

中

後

る。

C．凡例における語形の並べ方

na＞には，次のような記号が与えられることになる。
疑

（229図）と，形容詞否定形「高くない」の分布（137図）

とを引き比べて見ることが，ある程度可能になってい

適宜与えた。

229図

語で形容詞型活用をとる「たい」類の否定形の分布

na＞

凡例における語形の並べ方は，229図・230図とも，

終

おおむね次のとおり。

部品後部助
詞

見出し語形を，「中前部の種類」「後部」「中前部の形

部

態」「中後部」「前部の最後の音」「終助詞」の順に優先

記号のどの要素が，語形のどの部分を反映するかという

観点から見てみると，まず，この語形が229図に登載さ

して配列した。この結果，記号はおおむね，【色】【形】

れていることが，「中前部」が「たい」の類であること

【塗りつぶし方】【補助記号（下向きの線を除く）】【向き】

を示し，

【補助記号（下向きの線）】の順にまとまりをもって配列

【記号の色】（；赤）が，「中前部」が「たい」類の
中で，「k，gを含み，最後の音がa，

されている。

o」の類である

231洋行ってもらいたい

ことを，

【塗りつぶし方】（＝べた）が，「中前部」が上記の
〔語形の採用と統合〕

中でtakaであることを，

希望表現のうち，第三者がある行為をすることを，話

【記号の形】（＝リボン形）が，「後部」がnεεであ

し手が望んでいる，という気持ちを表出する表現を見よ

ることを，

【記号の向き】（；上）が，「前部」の最後の音がi，

いっしょに行ってもらいたい」と言うとき，「行っても

Y，o，aのいずれかであることを，

【補助記号（一本線）】（＝右）が，「中後部」がa
であることを，

【補助記号（一本線）】（＝下）が，「終助詞付き回

うとした地図である。調査では，「「あの人には，是非，

らいたい」のところをどのように言いますか。」という

質問文によってたずね，「行ってもらいたい」にあたる
方言形を求めた。

この項目の主なねらいは，第三者の行為への希望表現

答」であることを，
それぞれ示していることになる。

として，「〜てもらいたい」を使うか，「〜てほしい」を

一66一

使うか，あるいはその他の形式を使うか，ということに

6374．58

ついて明らかにするところにある。またその他に，受け

6615．12［moraite：］

手が主格に立つ受納動詞「もらう」が，補助動詞として

7316．65

［i∬onaraemo：］

［gokuro：∫it∫ekureηka］

用いられる（あるいは，用いられない）地域の分布につ

8229，96［kulwaikataide］（「加わって話すよ」の意）

いても見ることができる。「もらう」の本動詞用法につ

ただし，「来る」を用いた次の回答は，質問文の文脈か

いては，262図「もらった」で扱っており，両図を比べ

ら大きく外れないとみて，採用した。

見ることにより，二つの用法の分布の異同を知ることが

5574．79

できる。

［kiteho∫i］

8300．81［kitemorao：gotai］

この項目では，『方言文法全国地図』全体，および，
希望表現全体の採用方針に従った他，次のような採否の

また，次の回答は「行く」を用いてはいるが，質問の趣
旨とはずれていると見て不採用とした。

方針を立てた。

0717．50

［i∬oniittei∬oniΦulrosahairita童na：］

・終助詞の採用と統合にあたってはAα方式をとる。

以上は，希望表現全体の採否の方針に沿った扱いであ

・「〜てもらう」と異なる構文・格関係をとる回答は不

る。

採用とする。

「希望表現」として採用する範囲についても，「4．1．

・依頼など，聞き手への働きかけを含む表現は不採用と

A−2．」で述べた，希望表現全体の採用の方針（意志表現

する。

とみられる回答：は不採用とし，それ以外は，「第三者が

なお，このような方針で採否を決めたところ，結果と

ある行為をすることを，話し手が望んでいる」表現とみ

して，敬語形式を含む回答はすべて不採用となった。以

られるものは比較的広く採用する）に沿って，語形の採

下の解説では，回答を挙げる際，敬語形式を含む回答に

否を検討した。

ついても，特に必要のないかぎりはことわりなく，それ
以外の回答と一緒に挙げている。

まず，意志表現であると見て不採用としたのは，次の
回答である。

A．使用状況等が採用規則に合わない回答

2761．66［etemora山切ε］

この項目では，終助詞の採用にあたって，終助詞付き

3730，43［了ttemofaulkana：N］〔ゆ〕

回答と終助詞の付かない同形とが併用で採用された場

5549．32［ittemorabo：ka］

合，終助詞の付いた回答は採用しない（A方式）。地図

5669．19［ittemo「a：Yana：］

見出しでは，終助詞の前にハイフンを入れて表記し，終

5696．16［ittemora：be：］

助詞の異なりは統合して挙げる（α方式）。これにより，

5780．84［ettemora＝be］

不採用となった終助詞付き回答は，次のとおりである。

645996［イッテモラオカ］（不採？）

1807．12［ittemoraitaina：］〈できるだけナーをつけ

6642．57［ittemoralzaJa：］

る。＞
3777，19

7391．41［itattemoraottai］
8301．68

［ittemorε＝tε・nda：］

4609．53［ettemoraedaemonda］
5698．95

［itattsumaro：］

8324．40［itaTmorao］
8343，28［ita？moro：］

［ittemore：te：na：］

6583．30［it：temoraita岡akedo：］

このうち，8343．28の回答は，終止形の言い切りの形で

7407．66［ittemoraitaikendono：］〈kendono：がっくこ

あるが，これで意志を表すものと見た。また，8301．68

とが多い。＞

の回答は，［ma］の部分が不明であるが，おそらく全体

B．意味的・文法的な面からの採否の検討

で「行ってもらおう」にあたるものと見て不採用とした。

次に，意味的・文法的な観点から，採否について検討
次の回答は，「行く」にあたる動詞を用いていないた
め，不採用とした。

3730．43，5549．32，5669．19，6459．96の回答は，疑問の

終助詞「か」に相当する形式を伴っており，意志の表現

したところを述べる。

とは言っても，その意志が不確定なことを表すと見られ，

希望表現に近い点に留意しておきたい。

一方，次の「行ってもらいたいと思っている」にあた

3791，41［nanηi∫itemOraidae］

一67一

る回答は，「第三者がある行為をすることを，話し手が

は，後に触れる。）

また，「行ってもらう方がいい」に相当する次の回答

望んでいる」表現の範囲に収まるので採用した。

は，類似の回答であるが，話し手の主観的な希望という

3722．42［ettemoraetεtoomotteradomo］

より，やや客観的な評価判断の表現であると見て，不採

「行ってもらえないだろうか」に相当する次の回答も，

用とした。まとまった分布が見られないことも勘案し

控えめな希望の表現と見て，採用した。

た。

1868．21［ittemoraenebega］

6566．73［itemora田ho：ηae：naika］

3722．42［婁ttemora曾nεbega］

次のような義務表現の形をとる回答は不採用とした。

7460．22［it：emoraen3aroka］

〃

使用状況によっては，語用論的に希望を表す場合もある

［itemoraen3aroka］

ただし，少なくとも共通語の語感でとらえると，「行っ

かもしれないが，一次的な意味としては，希望から離れ

てもらえないだろうか」は，質問文で用いられている副

ていると判断した。
3702．37［eQtemoranebamaned3a］〈対話の中で使用＞

詞「是非」と，「希望の強さ」というような点において，

意味的にやや整合しないように感じられるかもしれな

3710．70［fttemoranebanafane］

い。しかし，この点に関してはここでは問題とせず，採

3764．66［了ttemoranebane・］

4711．32［Yttemofawanane］＜強く願望する，義務を

用することにした。

も含む。＞

また，次の回答も，類似のものとして採用した。

4723．40［ettemorawanakutεwaganε］

7383．98［ittemorawaηkana：］

ク

5556，91［itternorawannaN］

［ittemorawandαkana：］

次の「行ってもらうといい」にあたる回答は，227・

642296［lttemorawa句a：iken］

228図「行きたいなあ」で採用した，「イクトイイナー」

6450．98［it：temorawanpa：ikeN］

と同じく，地域によっては希望表現として用いられてい

7374．12［イテモラワニャ］
7373．31［イテモラワニャー］

ると見て，採用した。

8314．52［itat∫imoraw姐panaraNコ

3734．14［ettemoraembae：na：］

ク

6385．98［ittemoraut∫u：toe：］

［itat∫lmOraWannaraN］

8394．21［itatemurawamb句ana：］

6396．62［ittemorautoemo：］

次に，希望表現の項目の中でも，特にこの項目におい

6412．22［lttemora：toe：gano：］

6563．87［ittemorotarae：ne］（neは「のや」出自の文

て問題になる点について述べる。

この項目では，「あの人には，是非，いっしょに行っ

末詞）
6572，14

［itelnorotarae：n

7305．22

［itternorautoe：gano］

てもらいたい」というときの「行ってもらいたい」にあ

jagana］

たる部分を求めている。意味的には，以上に見てきたよ

7416．34［itemorotarae：kendona：］

うに，「第三者がある行為をすることを，話し手が望ん

7441．02［it∫imoro：taraε：］

でいる」ことを表す表現を求めたわけだが，同時に，構

ただし，次の回答は，「行ってもらうといい」の前半

文的には「【話し手】ガ【第三者】二〜」という格関係

だけの言いさしで止めた表現である可能性もあるが，言

（恩恵の受け手である話し手が主格に立つ）をとるもの

い切りでない点に着目して不採用とした。あるいは，

を対象としていると考えられる。「〜てもらう」の他，

「第三者に行ってもらう」ことを聞き手にもちかける表

「〜てほしい」の類も，このような構文をとる。また，

現かもしない。そうであっても希望表現の範囲から外れ

「得る」「受ける」に相当すると見られる補助動詞を用い

るので，やはり不採用となる。

た次の回答も，同様の格関係をとると見られるので採用

6491．78

［ittelnorotara］

2072．02

［hi：turabahai］

（＃）

した。

5617，85［イッテイェーテー］

なお，不採用にはしたが，2072．02は，「トル」を補助動

詞として用いている点で注目される。（この点について

一68一

6603．52

［itteuketaidai］

一方，「〜てもらう」と異なる構文，格関係をとる回

答は，すべて不採用とした。これにより不採用とした回

・行ってくれるといい

答には，「〜てくれる」に代表されるような，格関係の

1801．80

［ittekulrerebai：ηana：］

異なる補助動詞を用いた回答と，補助動詞を用いない回

2722．67

［ettekerebae・］

答がある。またいずれの場合も，構文，格関係だけでな

2765．13

［eQtekerebae：tate］

く，表現意図の上でも，質問の趣旨とずれる回答があっ

3721，11

た。

3750．64

まず，異なる補助動詞を用いた回答について取り上げ

［andekerebal：］
［ittekerebaY：］

ク

［andekerebaY：］

る。この項目では，「行ってくれるといいなあ」など，

3762．42

「〜てくれる」を用いた回答が多く得られた。「〜てくれ

6393．86［ittekurerutoe：gano：］（文脈がやや異なる。）

る」は，「〜てもらう」と同じく，受け手が受益者であ

［Yttekerebae：na］

649850［ittekuretarai：noni］（＃，？，参考）

るということを表す授受表現であるが，「【第≡：者】ガ

7308．05［ittek呵a：百a：e：n（〜piittek呵a：raηkekomatt∫oru］

【話し手】二〜テクレル」（恩恵の与え手である第三者が

8362．31［itakkurureba］（jokabaの省略形）

主格に立つ）という格関係をとる点で，「〜てもらう」

8372．47

と異なる。ここでは，「〜てくれる」および，これと同

0247，31［？id3ikurlbbad吋itt∫aη］〈依頼〉

じ格関係をとる補助用言（琉球の「トラス」など）を用

・来てくれなけばしょうがない

いた回答はすべて不採用とした。これにより不採用とし
た回答を，以下に類別して挙げる。

7350．54［doqj

［eQtekenaga］

3702．83

［etekenega］

3740．34

［Yttekenebega］

4706．43

aηkoddeNkltekurembadogjaN∫onakabo：］

・行ってくれないから困っている

・行ってくれない（だろう）か
3609，46

［ittakkulrしureb司okaba？ne：］

7308，05［itteku尊a：raりkekoma呵oru］〈上〉

・行ってくれると思っている
7249．35［itatekunlggotoommoto？］

〃

［ittekenε記bekana：］

［itatekuirasugotoommoto？］（行ってくださ

るように思っている。）

・行ってくれた方がいい

4712ユ5

［ettekenebeヒan句a］

4735．32

［ittesulkenεkana：］

4763．11

［ettekennεka］

5638．67

［ittekunne：gana：］

6521．20

［ittokuretenaikana：］

「行って来ればよい」にあたるものかもしれない。そう

6571．48

［ittekurenk艮ja］

であるとしても，やはり構文の点で不採用になる。

0276．51［？idzikutik句uta：i］〈行ってくれた方がよ
い。＞

0276．51は話者の注記に従って分類したが，あるいは，

663521

［ittekurenae：ka］

また，次の「行ってくれ」に相当する形式の回答は，

6667．81

［ittekulrenne：］

基本的には，聞き手に対する依頼表現であり，この点で
も，質問文の文脈から大きくはずれている。

7313つ7

［ittekureNkana］

7420．76

［ittekureηka］

2761．66

7659．31

［ittekenne：daro：ka］

3700．97

［etek山r句a：］

［jandekulro］

3730．43［andekefed句a：］〈相手に直接＞

8303．39

［itekureNna］

8320．28

［itatekureηka］

5548．55

［ittekutahare］

8352．61

［itakkUjeηka］

5638．67

［ittekur句a：］

1157．92

［nζiturahanna：］

l169．62

［？it∫in3ikwiranna：］

1231，72
1241．49

ク

［ittekuroja：］〈ていねい＞

6542．64［ittekur句ai］〈親しい友だちへ＞
657L48

［？id3itura∫anna：］

［ittekur〔ミjo］

6635．21

［？i3iturahaηgε隻ja：］

1250．59

［？id：5iturasanna：］

7219．20

1251．27

［？id3iturasanna＝］

ク
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［itteokunna：］
［ita：t∫iokure］

［ita：∬iokurema∫：e：］〈ていねいな言い方〉

7354．43

「行ってくれない」にあたる，次の回答も不採用とし

［ittekure］

ク

た。

［ittegudahai］

7391．41

2076．25［pariΦunu］（対等以下に）

［itattekurei］

ク

7404．20［itetsuka］〈下〉
〃

［itetsukasai］〈上＞

7420．76

8345．56

［itekuri］

1231．99

［？id3itura∫e：］

1232．38

［？id3iturase＝］

1233．52

2151．51

（？）

［1〕3itura∫i］

次に，補助用言が用いられていない回答について述べ
る。この項目に現れた，補助用言の用いられていない回
答はすべて，「〜てもらう」とも，また上記で不採用と
した「〜てくれる」とも違い，恩恵の授受にかかわる人

1251．04［n3iturasuwa］
1261．16

1261．92

を二格にとることがないと見られる。この点で構文的に

［？nd3iturahi］
［？n3itura∫e：］

大きく異なるので，このような補助用言を用いていない

［n3iturase：］

回答は，すべて不採用とした。以下に類別して挙げる。
この中には，表現意図の上でも，質問文の文脈から大き

127026［？nd3ikwiri］
1271．05

［nd3it

くはずれると見られる回答が含まれている。

uraθiba］

・そテくといい

2068．07［ikifiwa：1］
207698

5742．71

［o：riho：ri］

2086．03

［haripire＝］

2141．52

［ikifi：ru］

215121

［ikifudε隻ja：n］

動詞が用いられているために不採用とした回答である。

［？id3iturase：］

1261．22

［parihiranu］

以上が，「〜てもらう」とは異なる格関係をとる補助

［？i3itura∫ib綾ja：］

1242．26

［o：ri聡jo：ranu］

2085．16

［ittekur（ミja：］

1221．48

［o：riho：ranu］

2076，96

［ikYfi＝ru］

［iYultoe：ndaYana：］

6374．58［ittsurae：no：］（「〜てもらいたい」を何度も

誘導したが，「〜ツラ（ナラ）エー」の言いかた
しか出ない。）

（＃）

7308．37［i幻a：e：nqpinol］〈上〉

7404．20の「ツカワス」は，「くれる」と同じ格関係をと

ク

るものである。2068．07と2076．98は敬語形式による回答

［i幻a噂a：eln（加itteku巧a：raηkekomatt∫oru］

7382．21

である。

7396．44

次の回答は，「行ってくれと思っている」にあたる。

［ikasunarayokabatteNne］
［ikutoi・gana・］

・行かないか

1260．68［？nd3itura∫eja：ndi？umuto：N］

4746．21［eηanεkana：］（「行ってもらいたい」にあた

奄美地方を除く琉球方言では，「もらう」にあたる受納

る形式はどうしても出てこなかった。一応この回

動詞として「エル」「トル」などが用いられる（262図）。

答を示しておく。）

しかしこれらは，本動詞としての用法が主で，補助動詞

5615．67［eganεkana：］〈「行ってもらいたい」にあた

として用いられることはほとんどないようである。（不

る言い方である。＞

採用にした2072．02の［hi＝turabahai］は，「トル」を補助

6621．07［ikaOka：］（《164》の回答としては不適）

動詞として用いたと思われるわずかな例である。）その
ため，「行ってもらいたい」にあたる内容を，恩恵の受

7308．05［i㎏a：raηkanol］＜上＞

け手である話し手を主格として表現する一般的な形式が

7316．65

なく，231図では，琉球に無回答の地点が目立つ結果と

［ikarel〕ka］

・行かなければならない

なった。その中であえて，恩恵の受け手である話し手を

4638．01［iganebadamedadzo：］

主格として表現するためには，この回答のような文型を

2150，17

［ikadahanaran］

とる必要があるのかもしれない。ここでは「〜くれる」

「行かなければならない」の類は義務表現の形であり，

に相当する補助動詞を用いた回答と一括して不採用とし

表現意図の点でも質問文から離れている。なお，

たが，留意しておきたい。

7316．65の回答中の［re］は，敬語形式とみたが，ある
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いは状況可能を表す形式かもしれない。そうであっても

がある。

不採用となる。

6563．30［it＝emoraitai］（ゆ）〈本人に直接言うとき〉

次の「行きたい」に相当する形式の回答は，「行く」

「行く」という行為をする本人を聞き手として発話する，

という行為の主体が第三者ではなく話し手であると解釈

という旨の注記である。その場合，回答の表現は，依頼

され，この点でも，質問文の文脈からはずれている。

表現として機能するものと考えられる。この項目では，

1801．80［do：∫itemotsuIreteikitaina］

調査時に「あの人には，是非，いっしょに行ってもらい

4637．20

たい」という文脈を提示し，第三者がある行為をするこ

［t∫ireteigitεndano：］

4746．21［e堺utena：］（「行ってもらいたい」にあたる

とを，話し手が望んでいる，という気持ちを表出する表

形式はどうしても出てこなかった。一応この回答

現を見ようとしている。上記の回答の形式自体は，質問

を示しておく。）
4763．11

文の文脈や項目のねらいに照らして，なんら問題はない
が，注記のような状況で発話された場合には，「行く」

［eりltεna：］

〃

主体が第三者ではない点や，たんなる気持ちの表出にと

［eηitεndakendona・］

どまらず働きかけを含む点で，質問の趣旨とはずれが生

6509．07［イキタイナア］
0275．97

じると考えられる。そこでこの回答は不採用とした。

［？ikit∫a：ri］

ク

実は「行ってもらいたい」という表現は，少なくとも

［？ikit∫anda：］

次の「行こう」などにあたる形式の回答は，勧誘また

共通語では，一次的な意味としては希望の表現であるも

は意志，あるいは，推量の表現とみられ，やはり，質問

のの，発話の状況によっては，語用論的に依頼の意味に

文の文脈からはずれている。

用いることができる。「行ってもらえないか」などの表

0776．88

現にも同様のことがある。ここでは基本的に，回答は質

［igulbe∫麺。］

1799．94

問文に沿ってなされたものととらえて，採否を検討して

［ikube］

3781．21［abetta］（直接勧誘する形しか答えなかっ

況のものが含まれていないとは言えない点には注意が必

た。）

〃

きたが，採用した回答の中に，6563．30のような発話状

［Ygotta］（直接勧誘する形しか答えなかっ

要である。

5584．79

［iko：ka］

たる依頼表現の形式がかなりまとまって見られた。この

5629，11

［igube：］

また，不採用にした回答の中に，「行ってくれ」にあ

た。）

ことは，調査の場において，文脈を離れた「行ってもら

7248．18［t∫田reteiko：wai］

いたい」という部分のみが注目され，依頼の意味と受け

7392．76

取られて回答される場合もあった，ということを反映す

8345．56

［ikoya］

［ik（オa］

2095．60

るものかもしれない。

（？）

C．音声の統合

［orade：］

語形の統合に関して，次のような回答があった。

「行かない」にあたる次の回答も採用しなかった。

6526．55［イッテモライテェー］

2086．60［wa：rannu］

次の回答は，「来ることができる」にあたる可能表現

この語形の末尾の［テェー］の部分は，どのような音声

かと思われるが，それであれば，第2集の可能表現の項

を表すか不明な点があるが，ここでは〈tee＞として採

目でのこの地点の回答から類推すると，［kiwajubbo：］

用した。

のような形が予想されるところである。あるいは，「こ

D．参考話者
次の回答は参考話者の回答として採用しなかった。

らえる」のような別の動詞による回答かもしれない。い

5670．47［ittemoraite］

ずれにしろ不採用となる。
7350．54

7373．31［イテモラオーゴタルコ（ゆ）

［doqjaηkoddeNkor句u：bo・］

737399［ittemorao：コ

以上が，構文的な観点から不採用とした回答である。
最後に，回答に付された注記について取り上げる。

このうち，7373．31の同席者はこれまで採用してきてい

次の地点では，発話の相手について，話者による注記

る参考話者だが，主たる話者が同じ語形を回答している
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をほどこすので，この部分は記号化に反映されない。

ので，こちらは不採用の扱いとした。

また，「後部」を分割し，「後前部」と「後後部」とす

E．採用した語形について
最後に，採用した語形について説明を加える。

る。「後前部」は「もらい」にあたる部分，「後後部」は

この項目では，終助詞がそれより前の部分と融合して

「たい」にあたる部分である。

形を変えたと見られるものについては，融合する以前の

さらに，「後前部」を分割し，「後前前部」と「後前後

形を推定し，その推定した終止形（仮想形）に基づいて

部」とする。「後前前部」は「後前部」の第1拍目，「後

記号化を行った。このような，終止形の仮想を行った回

前後部」はそれ以降の部分である。「後前部」が「モラ

答を次に挙げる。→の右側が仮想形である。

イ」の場合，「モ」が「後前前部」，「ライ」が「後前後
部」にあたる。

7362．09［イテモラオーゴタンネコ
→

「もらう」類以外の補助用言を用いた回答についても，

＜ite1γ10raoogotaru＞

以上に準じて分割する。

8300．29［itatemoro：gotai］→＜itatemoroogotat＞

このようにして語形を分割した結果の例を示す。表記

8312．95［itamoraogotaddonne：］→〈itamoraogotai＞

〈izimur己（jakaN＞

■ユ
−
ロ

ただし，227図を参照すると，次の地点には，終止形に
〜busaNと〜busaiの二種類がある。
0330．80［？ld3量muraibus句a＝］

ここでの回答に，どちらの終止形を仮想すべきか決め手
がないので，ここでは，〈？izimuraibusa＞に対して記号

■一
コユ

を与え，それに終助詞を示す補助記号を付すことにし
た。

たが，あるいはこれは，「と思うなあ」にあたるものか

ci

de
なし
te

なし
なし

te
te

B．語形の記号化

もしれない。

te
tai
dε

cjakaN
gotaru
gota

b呵am
toee

te

し

次の回答は，［domo：na：］の部分を終助詞として扱っ

te

tai

−eii㏄O
OOeUし
mnD㎎m㎏な

022896［？id3imur6t∫akamjal］→

te

後後部

→〈itemOraOηOqat＞

uな

耽虻i㎝㍑虻田㍑虻n並

7275．24［itemoraoDot∫att句abatte］

後前後部．mremm

8352．61［itamorogo？anni：］→〈itamorogo？at＞

後前前部㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜

前前部

8352．08［ita？moro：got∫arai］→〈ita？moroogocjat＞

前後部

は地図見出しの表記による。

8350．57［itamorogotaddon］→〈itamorogotat＞

dai
hosii

以上の分割に基づき，記号の各要素を，語形の次の部

3735．77［曾ttemo巾：taldomo：na：］

〔語形の記号化〕

分によって決める。

A．語形の分割

【色】後部の種類，および，後後部の種類
【形】【大きさ】【塗りつぶし方】後後部の形態

記号化においては，まず，語形を「前部」と「後部」

【向き】主として後前後部の形態。一部，後後部の形

に分ける。基本的に，「行って」にあたる部分を前部，
「もらいたい」にあたる部分を後部とする。したがって，

態。

【補助記号】前後部の有無と形態，および，後前前部

分割したそれぞれの部分は，おおむね，「前部」が「動
詞「行く」＋接続助詞「て」」に，「後部」が「補助用言

の形態。また，水色の記号では，後後部の形態。

「もらう」＋希望の助動詞「たい」」に相当することにな

まず，「後部」に含まれる補助用言の種類によって，
記号の【色】を決める。

る。

①「もらう」類

次に，「前部」を分割し，「前前部」と「前後部」とす

…水・茶・赤・紺

る。「前前部」は「行っ」にあたる部分，「前後部」は

②「える」「うける」類…緑

「て」にあたる部分である。「4．L希望表現の概要と記号

③「ほしい」類

化」で述べたように「行っ」にあたる部分には部分統合

次にこの後部の種類ごとに，記号のその他の要素を決
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…榿

める。①については【色】の詳細も決める。
①「もらう」類

te

O

（補助記号なし）

tee

σ

「後後部」の種類（「たい」類，「ごたる」類，「ぶさ

tε

b

ん」類，その他の類）とその下位分類によって，【色】

de

d

と【形】を与える。また，「後後部」のさらに細かい区

deN

b

別を示すために，記号の【大きさ】と【塗りつぶし方】

Nde

σ

を適宜用いる。さらに細かい形態の区別のために，【補

ci

助記号】（記号の上に一本線），および，【向き】を用い

？

たところもある。このような「後後部」への記号の与え

なし

方は，227図「行きたいなあ」における，「後部」への
記号の与え方と共通であるので，この点について詳しく

（夕

b
（う

「後前前部」によって与える【補助記号】の形（カギ
形）と位置は次のとおりである。

mo

は227図の「語形の記号化」を参照してほしい。

O

（補助記号なし）

ここで，227図の「後部」には現れず，この項目の

mu

O・

「後後部」に現れる形態への記号の与え方について，補

ma

・O

N

・○

足しておく。

「その他の類」（紺）の中の「ナイダロウカ」類は，

終助詞付きの回答に，下向きの線の【補助記号】を与

記号の【形】を各種の鍬形線記号とし，「ごたる」類

えるのは，「方言文法全国地図』全体の記号化の原則ど

（茶）の中の「ゴアル類（2拍目がaである形）」は，平

おりである。

行四辺形記号とした。

②「える」「うける」類

謡陰面婦警a羅㎎

次に「後前後部」の形態によって，記号の【向き】を

「後後部」の形態（「たい」類に属する）によって，
①「もらう」類の「後後部」に与えたのと同じ，【形】

次のように与える。

…上
…上

ree

…右上

【塗りつぶし方】【補助記号】（記号の上に一本線）を与

ee

…右上

える。記号の【向き】は上向きとする。

…左上

rea

…右上

③「ほしい」類

re

…左
…左
…左
…下

・・

ｶ

…左下

re

…下
…下

rau

…右下

なし

…右下

…右下

raoO

…上

…右下

rawOO

…左上

…右下

rao

…左

…右
…右

roO

…左下

ro

…下

…右上

ruu

…右下

rat

記号の【形】を円形記号とする。これにより，①「も
らう」類のうち，「後後部」が「ぶさん」類（赤の円記
号）である語形との関連を表す。また「後後部」の細か
な違いを記号の【大きさ】で示す。
このような記号化の結果，例えば〈iccimoraitaa−noo＞

には，次のような記号が与えられることになる。
4（水）

〈iC

前
前

Ci

mO

前
後

rai

後
前

後
前

部

部

taa−

後
後

部部前後部

nOO＞

終
助

詞

記号のどの要素が，語形のどの部分を反映するかという

続いて，「前後部」の有無と形態，および，「後前前部」

の形態によって，【補助記号】を与える。これらの【補
助記号】は，「後前後部」によって記号の【向き】が与

観点から見てみると，

【色】（＝水）が，「後部」に含まれる補助用言が
「もらう」類であることと，「後後部」が「たい」
類であること，

えられた後に付加する。

「前後部」によって与える【補助記号】の形と位置は
次のとおりである。仮に，円形記号に対して付加した場

【記号の形】（＝正三角形）が，「後後部」が上記の
中でタイ類であること，
【塗りつぶし方】（＝わずかな抜き）が，「後後部」

合を示す。
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が上記の中でtaaであること，
【向き】（＝上）が，「後前後部」がraiであること，

【補助記号（カギ形）】（＝なし）が，「後前前部」

がmoであること，
【補助記号（二本線）】（＝右上）が，「前後部」が
ciであること，

【補助記号（一本線）】（＝下）が，「終助詞付き回
答」であること，

をそれぞれ示していることになる。

C．凡例における語形の並べ方
凡例においては，見出し語形を，「後部全体の形」（補
助用言の種類），「後後部」「後前後部」「後前前部」「前

後部」「終助詞」の順に優先して配列した。この結果，
記号はおおむね，【色】【形】【塗りつぶし方】【向き】
【補助記号】の順にまとまりをもって配列されている。

74

することができる。

5．

意志表現

また，《158》は語形が長いため，見出し分割型の分
割地図にして，前半「行こう」（232図）と後半「と思

5．1．

意志表現の概要と記号化

っている」（233図）の2図に分けることとした。後半
図に入るのは引用形式以降とした。後半図に続く形があ

意志表現は，話し手が自己の行動や状態の実現あるい
は非実現に対し，自ら意図的・積極的に志向することを

る場合は見出しの最後にハイフンをつけ，前半部分の回
答語形しかない場合は付けないことで区別する。

表す表現である。ここでは，「行く」という動作の実現

〈ikoo一〉〈egube一〉

を志向する意志表現「行こうと思っている」（232・233

〈ikoo＞〈egube＞

図《158》）と，「行く」という動作を実現しないという

B、記号化の基本方針

志向を表す打ち消し意志表現「行くまい」（234図
《159》）をとりあげ，どのような表現が各地で用いら
れるかを見ることを目的とする。

後半図に続く形のある場合

後半図に続く形のない場合

前述のとおりこの「意志表現」と，「6．勧誘表現」の

3項目には関連性があり，記号化にあたってはできるだ
け共通の記号，あるいは類似した記号を用いて相互関係

この「意志表現」と，「6勧誘表現」は，おもに助動

が見られるようにした。例えば，主な語形としては助動

詞部分に共通する形がある。これらの間の共通性と共通

詞の「ウ」は円形，「べ」は三角形，「ズ」は曲玉形，な

しない部分を知るためできるだけ採用範囲を広くとっ

どのようにした。

た。第3集に動詞の意志形についての立項があり，232

しかし，同じ，あるいは似たような語形でも，地図に

図の「行こう」と同じ五段活用型の動詞による「書こう」

よっては必ずしも同じ記号にはできなかった。これは，

（109図）も取り上げられているが，これはおもに動詞

各図における語形の種類の相互関係が少しずつ異なるこ

部分に注目したものであった。ここでは活用形を調べる

とによる。詳細は各図ごとに説明する。

ことより，表現法編として意志という表現の表出方法を

5．2．

広く見ることがねらいとなる。

言開の説明

A．語形の採用と統合
二つの項目に共通する採否の原則としては，「行く」

232図

行こうと思っている

あるいはこれに相当する動詞を用いている表現であるこ

233図

行こうと思っている

とである。この原則に適合するならば，明らかに意志表
〔語形の採用と統合〕

現からはずれる回答以外はできるだけ広く採用した。

例えば，232・233図では当為表現「〜ねばならない」

A，本図のねらい

にさかのぼる形式も意志を表すとして採用している。

「おれは東京に行こうと思っている」と言うとき，

「〜ば」のみで「〜なければならない」が摩滅したもの

「行こうと思っている」のところをどのように言いま
すか。

も同様に採用した。

また，意志の強さの程度に差異があると見られる回答

という質問文によって回答を得た。勧誘ではなく話し手

も全て採用している。また，待遇表現を含む回答や丁寧

自身の意志表現であることを明らかにするために「行こ

さの注記がある回答も同様にそのまま採用している。語

う」の後に「と思っている」がつけられている。

形が併用されている場合，これらの観点で相互の区別が

第3集意志形の質問文でとられた「自分の気持ちを心

注記されているものもあるが，具体的には各図の説明で

の中でつぶやくとき」という設定と比べると，聞き手に

注記とともに例示する。

伝えようとする表現である点で対比される。つまり，聞

統合については，「行く」の第二母音前までを部分統

き手の存在が話し手に意識されて，待遇表現にかかわる

合する。第4集の151〜157図に「行く」を用いた図が

多様な回答がでてくる可能性がより高くなっているので

あり，こちらでこの部分の詳細な語形を参照することが

ある。また，そもそも「と思っている」が付くことで，

できる。部分統合によって凡例が縮小でき，「行く」と

意志表現を直接話法ではなく述べていることになり，間

いう動詞の違いではなく，意志表現そのものにより注目

接的な意志表出であるともいえる。したがって，娩曲的

一75一

イクであるという。なお『日本方言大辞典』でも，デル

な表現が回答される可能性もあるのである。

関連する項目として第3集106〜111図には活用編の

は「来る」の意味になるとしている。

「行く」にあたる動詞を含まない回答として不採用に

意志形がある。これら第3集所収の「意志形」の各項目

したのは次のものである。

では次のような回答は不採用としていた。

0717．50［sojul：h田：niomoulwane：］

・「〜と思う」の類

また，A．で述べたように，質問文の性格から，序曲

・終助詞のつかない同形が併用されている終助詞付き回

的なものや，意志の強さ，行為実現の確実性の異なる

答（終助詞の採用の方式はA方式）
・「〜テシマオウ」「〜タラヨイ」「〜テミヨウ」の類

様々な回答が集まった。しかし，それらのばらつきがあ

・丁寧な形式「〜マショウ」

っても，文脈から大きくはずれないものは採用する。少

これらを全て本項目では採用している。終助詞の採用の

なくとも話者が「自分が行く」という動作の実現を志向

方式はB方式である。

している表現と見なされるものはすべて採用した。

引用形式の前に意志を直接表す語形がない「イクトオ

また，聞き手について，

モッテイル」のような回答も，「イク」という非過去表

4609．53［egotoomotennosa］〈親しい男性に対して〉
ク

［egotoomotennoja］

〈

ク

現が未来の行為を表すことにより，意志表現になるとし

〉

て採用している。また次のような「行かなければと思っ

のような注がある回答も採用している。

もう一つは，本項目で二次的に着目することになった

ている」という表現も採用した。

引用形式「〜と」に関連する項目として，第1集32図

7249．35［ikambateoNmo：to？］

次は新潟市の回答であるが，この［daro］は推量では

に「田中という人」がある。32図は名詞に接続する点

なく［dadOlno］の［mo］が省略され，この地域で見ら

が異なる。また，32図と233図で引用形式「と」にあた

る形がどのように現れているか比べると，32図では後

れる［d］が［r］に交替する現象が起きていると考え，

続の「いう」にあたる部分と融合した形が多いのに対し，

採用している。
466642［igっtoomotendarona：］

233図では引用の形式がそのまま現れている場合が比較

明らかにねらいの表現ではない，意志表現ではないと

的多い。

見られる回答として不採用にしたのは次のものである。

B．採否の方針
B−1．使用状況等による採否

2608．90
5661．77

採用条件に合わない回答として不採用にしたのは次の

ク

ものである。

［igugotoninaQtade：］
［ikakka∫irene］

［ikakka∫irene：］（これは「行くようになろ

うかも知れない」の意）〈「行きたいものだが行け

6630．78［ika：tomottoru］くゆ，若い人〉

ないかも知れない」の意〉

参考話者で採用したものは次のものである。

終助詞として扱った部分には，次のような逆接の接続

6629．13［Ygo：toomotteru］（貢農二氏）

第一調査票の話者で，他の項目でも採用してるので採

助詞由来の形式を含むものが数多くある。

用した。

〜ga，〜kedo，〜daga，〜dakedo，〜domo，〜dadomo

次の回答は第三者による「誘導」で得られた回答とみ

具体的な回答としては次のようなものがある。
0294．66［？it鋤umudi？multu∫iga］

なして採用する。

この［∫iga］は「〜なのに」にあたり，多少の不平・不

6527．95［ikotomottoru］（第三者教示）

B−2．意味的な観点からの採否

満を込めた言いさしである。このような表現は他の終助

「行く」という動詞を用いた回答を採用する。それに

詞と一緒になってしまって，後述する記号化では顕在化
させていないが，意志表現における一つの表現方法とし

相当する琉球の「パルン」の類も採用する。

て留意すべきだろう。

八丈島の「デル」も採用する。

B−3．音声の統合

7659．62［dero：toomottearowa］

音声に関する問題としては，第4集解説書の音声の統

『現代日本語方言大辞典』1（332ページ）によると，
海岸のほうへの移動はデル・デクル，山の方へ行くのは

合にない，新しい処理がある。
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0228．96

［？ik

jot∫i？o？6jutt

o］

部分統合は動詞「行く」にあたる部分において行った。

この鼻母音［6］は［oN］とする。

対象は語頭の母音（またはju，

「行こう」と「思う」の末尾の母音の部分については

N）とそれに続く子音ま

でで，おおむね動詞の語幹にあたる。統合される部分だ

次のように処理をした。

けを列挙すると次のようになる。

次の「コウ」というカナ表記になっている回答はすべ

ik一／ek一／ig一／eg一／iη一／uり一／eり一／juk一／jug一／

て〈koo＞とする。これは203図「もう少しで」の解説

？ik一／？ikl一／？i（」一／Nk一／N9一／Nη一／ih一／

に同様の処理がある。つまりこのカナ表記は忠実な音声

例外として「イッテコヨウ」という表現はittekまでを

表記ではなく，現代仮名遣いにのっとった表記であると

統合対象とした。また次の回答もこの〜テクルの類とし

みる。

て，［itakk］までを部分統合した。

5568．14［イコウトオモッテル］→〈ikootoomotteru＞

8324．40［itakkutomot∫oi］

5579．79［イコウカトオモットル］

しかし，「イッテミヨウ」のような〜テミルの類は統合

→〈ikookatoomottoru＞

していない。「イッテクル」は「行く」のバリエーショ

5587．74［イコウトオモットル］→〈ikootoomottoru＞

ンと捉えるが，「イッテミル」は単なる動作性の意味か

5597．42［イコウトオモットル］→〈ikootoomottom＞

らやや離れているとも考えられるからである。

5598．95［イコウトオモットル］→〈ikootoomottoru＞

具体的に統合した例を示す。

6516．13［イコウトオモットル］→〈ikootoomottoru＞

iko．

6519．09［イコウトオモットル］→〈ikootoomottom＞

igO−

逆に「思う」が「オモウ」と表記されている次の回答

itteko−

はそのまま〈omou＞として採用する。「思う」の音声に

eko．

ついては［omou］の可能性があり，必ずしも現代仮名

egO−

遣いであるとは限らないためである。

juko一

〈（ik，ig，ittek，ek，egjuk，？ik，？ikj）

5569．10［イコトオモウンジャガ］

？iko．

→〈ikotoomouN勾aηa＞
5577．88［イキタイトオモウ］

o一〉

？iklo−

→〈ikitaitoomou＞

ikaa．

6515．79［イッテコトオモウガナー］

ekaa一

→＜ittekotoomouηanaa＞

〈（ik，ek，？ik，？icj）

aa一〉

？ikaa．

また，本項目でも九州地方にこれまでに報告のない，

？i句aa一

共通語の［k］に相当する位置に［η］の現れる回答が

琉球で「行く」に相当する語である「パルン」につい
ても同様に語頭において部分統合を行っている。例とし

あったが，調査結果を尊重してそのまま見出しとした。

ては次のようになる。

8361．42［iηoηait∫iomoddot（オ。］

黙｝〈一一

無声化母音を復活させて採用した回答は次のものであ
る。

5629ユ1［iktaitoomotten1］

「行く」と「パルン」は別々の語として扱ったので，

［k］と［t］の間に母音［i］の無声化が非表示されてい

同じ見出しに統合することはしなかった。例えば，〈？i

ると考え，iの表示を復活させた。

kaN一〉とくp勾aN一〉は別々の見出しとした。

次の回答は報告のまま採用し，注記は「文章による注

〔語形の記号化〕

記」に回した。

A．前半・後半の分割

3754．59［臼g血kgYnattera］（Yかもしれない。）

次の回答は注記にしたがってkでなくgで採用した。

前半「行こう一」と後半「一と思っている」に分割し
た。引用形式部分から後を後半としたが，引用形式がな

5632．27［昧azutomotteru］（あとでkはgであること
を確認）→〈egazutomotteru＞

い，いわゆる「ト抜け」も「思う」を使用していれば，

C．語形の統合

そこから後半図とした。
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→〈ikat．〉〈tomotteru＞

5661．77［ikattomotter田］

ただし，動詞「思う」に相当する表現を含まない回答

→〈ikat一〉＜toomotteru＞

については，たとえ引用形式「と」を介する表現であっ

5662，78［ikattoomotter田］

ても前後に分割せず，回答語形の全体を前半図で扱い，

5671．77［ikattomotter田］

→〈ikat一〉〈tomotteru＞

後半図に続く形がないものとした。例えば，「イコウト

5672．89［ikattomotteru］

→〈孟kat．〉〈tomotteru＞

カンガエル」「イクカンジョウダ」「イクキニナル」など

5673．18［ikattomotteru］

→〈ikat．〉＜tomotteru＞

である。この点について少し補足する。

5681．79［ikattoomotter田］

→〈ikat．〉〈toomotteru＞

6601．37［ikattoomotterm］

→〈ikat一〉＜tOOmOtterU＞

本項目のねらいは前半の「行こう」という意志表現に

〃

あり，「と思っている」は確実に話者自身の意志表現を

→〈ikat一〉〈toomotto「u＞

［ikattoomottorul］

6610．08［ikattoomotteirul］〈古〉

導くために付けられている。しかし，地方によっては必

→〈ikat一〉〈toomotteiru＞

ずしもこのように分割的に前半を意志表現と見なせる回
答が得られているわけではない。例えばここで取り上げ

6611．15［ikattoomottorul］

た「思う」を使用しない回答語形の中には，全体で意志

6621．07［ikattomottor切。］

→〈ikat一〉〈toomottoru＞
→〈｛kat一〉＜tomottor切。＞

表現であると見なせるものがある。また，前半より後半

同じく中部地方に見られる［SSO］は［ZUSO］の変化し

の回答の方が語形の種類が多いため，「思う」を含む表

たものと考えられる。つまり促音はzuに由来すると考

現のみを後半で扱うことによって，後半の地図を複雑化

えられるので

させないという実際的な理由もある。

［ikassomo：］

→〈ikas．〉＜somoo＞
→〈ikas一〉〈somoo＞

〃

引用の「と」の前に促音が入る場合は，促音部分から

→〈ittekos一〉〈somoo＞

［ittekossomo：］

［ZUSO］の形を残す回答もある。
5633．42［ikazusomotteru］（ゆ）

と見る。

2151．21［ikattiumuidu］

〃

→〈ikas一〉〈somottoru＞

5690．28［ikassomo：］

ク

以下では分割上，問題となったものを中心に説明す
る。

後半とみなす。例えば次の［tti］は，促音から引用形式

前半に入れる。

5681．22［ikassomottoru］

［ikattiduumuidu］

→〈ikazu一〉〈somotteru＞

→〈ika一〉＜ttiumu韮du＞

5642．29［ikazusomotteru］（「行くと思っている」）

→〈ika一〉〈ttiduumuidu＞

2151．51［ikattl：umuiuY］

→〈ikazu．〉〈somotteru＞

→〈ika一〉〈ttiiumuiuY＞

例外として，次に挙げるものは促音を前半に入れる。

これらの回答中の［somoo］のsoは，「そう思う」のソ

まず，九州方言のように後半がなくても終止形が［i？］

ウにあたるといわれるが，現代では語源意識はないよう

のように入声音で終わる可能性があると思われるものは

である。

前後の分割の際，引用形式と前半末についている終助

前半で扱う。判断は併用語形や他項目の回答を参考にし

詞の認め方が微妙なものもある。次の回答中の［de］

た。

7275．24［itt∫iomot∫ottojabatte］

→〈ic一〉〈ciomocjottojabatte＞
8362．31

［dai］は九州でみられる勧誘や意志表現につく終助詞で
あり，ここまでを前半とする。
7289．51［iko：daitoomo：t∫oi］

［itt∫uolno＝t∫ottokoi］

→〈ikoodai一〉〈toomoocjoi＞

→〈ic一〉＜cjuomoocjottokoi＞
7350．54

また次のように「イカズトオモー」の「ズ」が促音に

［iko：deomototta麺e：］

→〈ikoode一〉〈omotottaiee＞

なっていると考えられる回答は，促音までを前半とす

7362．09［イコデチオモートル］

る。

5631．26［ikat＝oomot＝cirul］

5631．78［ekattomotteru］

→

→〈ikat一〉〈toomotteiru＞

→〈ekat一〉＜tomotteru＞

5633．42［ikattomotteru］（ゆ）〈早く言ったことば〉

〈ikode＿〉

〈ciornootoru＞

しかし，次の「テチ」は上記の7362．09に語形が似てい
るが，「テチ」で一つの引用形式とみなした。『講座方言

→〈ikat一〉〈tomotteru＞

学』9の，佐賀地区の引用は「テ」，唐津地区では「チ」

5651．04［ikattoomotter田］

→〈ikat一〉＜toomotteru＞

が優勢，有浦地方では「テチ」があるという記述によっ

5652．74［ikattomotteruI］

→〈ikat一〉〈tomotteru＞

た。
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1260．68［？ikeja：ndi？umuto：N］

1261．22［？ike謡a：ndi？umuto：N］

→〈？ike句aaN一〉〈di？umutooN＞
1261．92［？ikeJa：ndi？umuto：N］

k

a

NnaraN一

ee

jaa

u

cumo司a

u

kaN（Uositta

u

kinatera

ししし

→〈？ike句aaN一〉〈di？umutooN＞

a

し

ておく。

u

しし

琉球方言の前後の分割についても若干例を挙げて説明し

tai．

Nbe．

なな㎞な悼な な な

→〈ikoo一〉〈teciomootoru＞

．1

磁欲止止徽止 − o ㎎

7374．12［イコーテチオモートル］．

琉球の〈jaaN＞はjaaとNに分け，それぞれ「後中部」

→〈？ike司aaN一〉〈di？umutooN＞

上記の回答の〈？ikee＞はikiwaru（行けばぞ）の変化形，

「後後部」とした。

B−2．語形の記号化

＜jaaN＞は「である」に相当するもので，〈di＞が引用形

まず，おもに「後前部」に着目して【色】を，「後中

式にあたるとみなし，＜di＞以降を後半とする。ただし，

部」に着目して【形】を与えた。分類すると以下のよう

沖縄方言の引用形式はNdiであるという記述もある

になる。

（「沖縄語辞典』）ので注意が必要である。

①

イコー系：榿

a

イコー類：円形

全体で「行かないかなあ」という意味をなし，〈cjaNci＞

b

イクー類：紡錘形

が一まとまりの引用形式とみた。

。

一方，次の回答では，〈jaa＞は終助詞で，〈？ikan両aa＞

②

1157．92［？ikan両a：t∫ant∫i？umuto：N］

→〈？ikan両aa一〉〈cjaNci？umutooN＞

次の回答中［iko］の後の［？］は引用形式にあたると

イク系：緑

a

イク類：正方形

b

イチュン類：菱形

③タイ・ゴタル系：緑

考えて後半に入れている。
8352．08［iko？omo巾？］

イッテミヨー類：蝶形

→〈iko一〉〈？omocjot＞

a

イキタイ類：長方形

すると，後半の見出しがく？omocjot＞となり，琉球方言

b

イクゴタル類：爪形

の語頭のグロッタルストップとおなじに見えるが，それ

④べ系：水

とは異なることを断っておく。

a

イクベ類：正三角形

b

インベ類：二等辺≡：角形

記号の与え方については，各図ごとに説明する。

B．232図「行こうと思っている」（前半）の記号
化
B−1．語形の分割
232図で扱う語形は，「第二母音前まで」の「前部」

。

イッベ類：平二等辺三角形

⑤

イカ系：赤

a

イカ類：涙滴形

b

イカナケレバ類：小刀形

と，第二母音以降の「後部」にまず分ける。後部はさら

。

ヤー類：リボン形

に分けて，第二母音（第二母音が長音を形成している場

⑥

イカズ系：茶

合は長音末まで）を「後前部」，それに続く部分を「後

a

イカズ類：曲玉形

中部」とした。また終助詞があるものは「後後部」とし

b

イカッ類（促音で233図に続くもの）：涙滴形

た。部分統合については前述したとおりである。具体例

⑦その他（233図に続く形がないもの）：紺
⑦のうち，「後中部」が次のa〜gの類である回答には，

を挙げる。ハイフンは後半に続く形があることを示す。
前部

後前部

後中部

後後部

以下のような記号を与えた。

ik

0

0

ka．

a〜ッモリダ類：いちょう形

ik

0

0

dai一

b

itt

e

mijoO−

なし

。〜アンジル類：あやめ形

itt

e

miru

deaa

d〜カンガエル類：若葉形

一79一

〜カンジョーダ類：U形

e〜ミトル類：傘形

ばねえと思っているんだけど」にあたると考えられる。

f〜キニナル類：矢印形

イカナケレバ類に近い表現である。

g

次の回答は後半に続く形がないので⑦その他に分類さ

〜コトオモウ類：分銅形

れるが，希望を表す形式が使われているので記号の形は

⑦のうち，これら以外の「後中部」は，基本的に①〜

③bと同じ爪形である。

⑥の各類と共通であるので，①〜⑥に準じた形を与え

1232．38

た。

［？ikibuhassa：］

具体例を挙げながら各分類の内容について補足する。

この［buhas］は「busaaru」（欲しさある）の変化した

次の回答は①bに分類した。

もので希望を表す。

次の回答も，後半に続く形がなく⑦その他に分類して

8345．56［iku＝tomot∫oru］〈多〉

この地点では『方言学講座』9（278ページ）によると，

いるが，記号の形は語形が近い④aイクベ系に準じて正

連母音OUが00さらにUUになることもあるということか

三角形にしている。
3725．49［弓gube：sitera］〈今すぐの気持〉

ら，［iku：］は「行こう」にあたるものと見て，②では

しかしこの回答中の［be：］は勧誘あるいは意志を表す

なく①の系に属することとした。

ものではなく，「〜ばかり」「〜だけ」の意味である。第

②bイチュン類に含まれるのは，次のような琉球方言

4集201図「死による」の回答として〈sinubεdera＞が

の終止形の回答である。
033α80［？ikjuNt∫i？umu：tui］

あるが，このbεと同種のものと見られる（第4集解説

1213．88［？ilqunt∫i？umo：tuN］

書341ページ）。つまり「行くばかりにしている」の意

1271．05［？ikint∫i？umuto：N］

味になると考える。

次の回答も⑦に属し，⑤bと同じ記号の形をあてた。

③aイキタイ類には次の回答を含む。

1251．27［？ikiwadessa：］

4742．95［eOtUdetoomotterul］〈まだ未定のとき。希

この［wa］は「バ」にあたり，全体で，「行けばそであ

望を表わす。〉

るよ」に相当する。

注より［de］は希望のタイに類する形とみる。

記号の【大きさ】は基本的に小を用い，「思う」以外

次の回答も③aに分類した。
7659．31

の動詞を用いた述部があるものと「行く」と系統を異に

［ikitakedaido：］

八丈島大賀郷の回答であるが，形容詞型活用をする希望

する動詞（「パルン」や「デル」など）を使っている回

の「タキャ」の活用形に，「〜けれども」にあたる逆接

答を大記号にした。

アルファベットで表した下位分類中での細分は【塗り

の形式が接続した，「行きたいのだけれど」に相当する
表現と考えられる。（『伊豆諸島方言の研究』（1965，

つぶし方】によって表現している。塗りつぶし方は「後

195・199ページ））

前部」または「後中部」に含まれる母音の長短による。
長音や二重母音である回答ほど塗りつぶし，短音は白抜

次の回答は⑤bイカナケレバ系に分類した。

きになるようにした。

027597［？ikjambat∫i？omojuri］〈この答のほうが強

前半末の終助詞すなわち「後後部」の有無と種類は次

い意志をあらわす。＞

のように記号の【方向】で表す。

124226［？ikibare＝ru：tu？umutuiN］

2076．96

［harabad吋arudeulnuiru］

後後部

2086．60

［paraba＝ttiumuiburu］

なし

方向
上

ga，胆

1242．26の［re：ru：］は「ru（ぞ）＋jaru（である）」の変

化したもので，全体で「行けばぞあると思っている」に

kanaa，

左上

gana

右一ヒ

その他

あたる形である。

右

1231．99［？ikeJa：di？umutui∫iga］

de，

1251．04［？ikeJa：di？umilgwa］

kka，

［ja：］は，軽い念押しの意味の終助詞で，全体で「行け

右下
dea，

kakaa

kai，ηai

80

deaa，（jaaに糸売く）N

下折左

dai

⑤cのヤー類とは次のような回答である。

このうち左上，左下および左のように，子音のkとgあ

⑥

るいはgと。の区別が必要な時は，補助記号（線）を左

なし：榿

このうち，④ティ・リ系の，＜ttidu＞〈ridu＞のduは，

上と右上に・一本ずつけて区別している。

係助詞の「ぞ」にあたるものだが，琉球でこのような語

なお，前半の末尾，すなわち「後後部」になる終助詞

形があった場合，＜du＞を引用形式の中に含めて扱った。

については統合を行わない。できるだけ2枚の地図をみ

例えば次のような例である。

てもとの語形を再構成できるようにするためである。

2151．21［ikattiduumuidu］→〈ika一〉〈ttiduumuidu＞

B−3．凡例における語形の並べ方

⑤その他のくso＞は厳密には引用形式ではないが「前

凡例は前述の①〜⑦の二二に，それぞれの系の中はア

部」に入れている。

ルファベットの類順に配列した。各分類の中は，塗りつ

次に，「後部」と記号の形である。①〜⑧に大別され

ぶし部分が多いものから先に並べて配列している。つま

る。

り，後前部の母音の長短が異なる語形が隣り合うように

①イル類：二等辺三角形・正三角形

なっている。方向は上向きを始めにし，あとは左上向き

②オル類：正方形

から時計回りに配列した。

③チョル類：円形

C．233図「行こうと思っている」（後半）の記号

④ヨル類：紡錘形
⑤アル類：長方形

化

C−1．語形の分割

⑥ヤル類：楕円形
⑦なし：鍬形線記号

引用形式にあたる部分を「前部」，動詞「思う」にあ
たる部分を「中部」，それに続くアスペクト形式やテン

⑧琉球方言類：リボン形・曲玉形・蝶形・いちょう形

ス形式にあたる部分を「後部」，そして「終助詞」の四

記号の大きさは「中前部」による。「中前部」が。，u，

つに大きく分割した。「中部」は，子音のmを境に，m

？o，？uのときは小記号で表し，それ以外のものは大記

の前の部分を「中前部」，m以降を「中後部」とする。

号で表す。なお⑦は線記号なので，角を塗りつぶした太

具体例を示す。

鍬形線記号を大記号の代用とした。

前部

中後部

後部

終助詞

to

0

mo

tteiru

naa

to

0

mot

teda

なし

＜tomotteru−gasa，Ndai＞

to

なし

なし

〈tomOU＞

di

？u

mo
mu

toru

も，大記号で表す。

aしし

？o

また，次のように「中前部」にあたる部分がないもの

内なな

なし

SO
なし

tui

tteru
cjot

〈domoteda＞

また，次のような形も大記号で表した。
〈totteeda＞

語形の記号化

「中後部」には次のように方向を与えた。

「前部」に【色】を，「中前部」に【大きさ】と【補

中後部

助記号】，「中後部」に【方向】を，「後部」に【形】と

mot，mod，moc

【塗りつぶし】を与えた。終助詞の有無は補助記号（線）

moi，mui

で表した。

その他

muu

まず「前部」に与えた色を説明する。

mu

①ト系〈to＞：緑

②ド系〈do＞：水
③チ系〈ci，

cjaNci，

④テイ・リ系〈ti，

rici，

ridu＞

⑤テ系〈te，

tii，

tti，

mOU
mo30

teci＞：赤

ttii，

ttidu，

gl，

di，

ri，

moO
記号の形によっては方向で区別が付かなくなるものが

：茶

tte，

その他〈ta，

cito，

tu，

加納祉右都下肝左証

C−2．

0
0
mm

中前部

ある。その場合は，補助記号線を上向きに一本または左

tto＞：紺
de，

cjo，句u，

上・右上に一本ずつ付けて方向を明らかにした。

so＞：紺

81

6522．89

C−3．終助詞付きの語形の回答の処理

ク

後半図の終助詞の統合はα方式を採用した。記号化に

［iko：toomotonn句a］
［iko：toomotonnoja］

あたっては，終助詞付き回答は補助記号（線）を下に一

6563．87［ikotoomoton：e］

本，融合形を区別する必要があるときは二本添えた。

6573．79

C−4．終助詞のつかない形の仮想

657743［iko＝toomotonn句a］

〈toomotoru＞

7503．32［iko：toomoton：oja］

融合形の終助詞がつかない仮想形は以下のとおりであ

0228，96

る。回答のあとに→で仮想形を示す。おもに第4集のア

スペクト表現の項目（198〜202図）の回答や，同地点

→

［iko：toomotoNja］

［？ik

jot∫i？o？司utt

o］

→

〈ci？o？oNjuN＞

なお，次の回答の［？mu：］は終止形ではないが，
0294．66［？it∫umudi？mu：tu∫iga］

の併用回答，隣接地点の回答を参考にした。
5656．64［ikube：etomonda］→〈tomoo＞

特に終助詞の融合形とは見なさなかった。

564975［imbetomottenda］→〈tomotteru＞

C−5．凡例における語形の並べ方
凡例は，まず色で表した「前部」の①〜⑥の系順に並

7431．34［iko：toomo：t∫or句a］→〈toomooqoru＞

べ，その中は後部の①〜⑧の類順に配列した。類の中は

i難撫蕊トン「

塗りつぶし方で塗りつぶし部分が多いものを先に並べて
配列している。方向は上向きを始点に時計回りの順で並

→〈toomootoru＞

の記号の並びは，231図の順に合わせた。

4609．53［ekotoomotenagae］
ク

［egOtOOmOtennOSa］

ク

［egOtOOmOtennOja］

ク

［egOtOOmOtennaコ

234図

［igつtoornotendarona：］

A．本図のねらい

→〈toomoteru＞

話し手が自ら「行く」という動作を実現しないという

5575．11［ikannarantoomot〔狼pa］
6554．76

行くまい

〔語形の採用と統合〕

4666．42［igっtoomoterromona：］
〃

べている。なお，233図に併用語形がある地点の地図上

意図的・積極的な志向を表す打ち消し意志表現「行くま

［ikotoomotermawa］

656423［ikotoomotennojakedo］

い」を表す時に，どのような表現が各地で用いられるか

6572．14［ikotoomote頃a］

を見ることを目的とする。質問文は

6573．32［ikotoomoten：e］

「もうそんなところへなんか，けっして行くまい」

2095．60［ngutamuibi均aro：］→〈tamuibi噸aru＞

と心に決：めるとき「行くまい」のところをどのように
いいますか。（「イカナイ」などでも可。）

iiiil熱iiii罷iil卸｝一一・〉

である。

B．採否の方針
4684．87

B−1．使用状況等による採否

［eko：toomottendadomo］

以下は，これまでに不採用としてきた参考話者の回答

4763．11［eη山toomottekkendomo］

であり不採用とした。

5638．67［imbetoomottenda］
5649．75［imbetoolnottenda］

5670．47［igandzo］（同席者の回答）

5697．57

6277．12［ikanjo］（平山氏）

［ikube：toomQtte【〕kedo］

→〈toomotteru＞

6437，94［ikeheN］（ゆ）（同席者の回答）

5742．71［eηulbetoomottendaOa］

7308．05［ikuma：匂a］（同席者の回答）

6533，61［iko＝toomottenne：］
6571．48

［juko：toolnotten／a］

6617．43［igube：toomottenda］

7308．05の回答は参考話者が複数いて，いずれも出生
年・居住歴が不明のため不採用とする。

一方，次の回答の注記にある熊二氏とは第一調査票話

6657．54［ig田be：toomottenga］

6513．24［iko：toomottq鯛a］→〈toomottoru＞

者であり，中道氏は採用する参考話者であるので採用す

一82一

る。

4706．43

6531．61［｛konrindzai｝ikaheN］（中道氏）

0247，31

6629．13［igulnε：toomou］（負農二氏）

［｛dzettae｝iηanε毘］
［｛？issai｝？i1りaη］

（2）「二度と」の類

次の注の「老人」とは自分より上の世代を指していると

0717．50［｛nidoto｝ikane：natoomo：sa］

見て，参考話者回答の扱いとした。

1801．80

1778．45［ikane：］〈古，老人が言う。〉

［｛nidoto｝ikaNzo］

1865．54［｛nidoto｝ik田moηka］

次は使用状況がGAJの採用条件に合わないことから

1920．05［｛nidoto｝ikanai］〈イクマイとは言わない。＞

から不採用にした回答である。

4598．07

6434．04［ikuma＝］〈他，？＞

［｛nidoto｝ikaNコ

（3）「もう」の類

7312．88［ikume：］〈聞いたことはあるがあまり使わ

0746．69［｛mo：｝ikanaiwa］（「行くまい」は出ず。）

ない。〉

1807．12［｛mo：＝｝ikulmai］＜モーに感情を込める。＞

次の回答も注記から不採用にした。

3761．75

［｛ado｝egane］

6477．12［イキャスマイ］（ゆ，？，後の《166》でイ

3762．42

［｛ado｝εganε］

ケスマイという回答が出て，マイがあったので，

4647．69

［｛ato｝iganε］

他の土地の者にきいたところ，イキャスマイは言

6510．74［｛mo＝｝ikaN］

うが，イクマイは言わぬとの答えであった。）

6563．87［｛mo：｝ikotowaomowah弓N］〈前の印象が悪

次の回答の注記は回答が「行かないでおこうよ」の意

かった場合＞

味に相当するという指摘であると考えられる。

0246．88［｛Jla：｝？i幻am］

6594．20［ikantookorai］（これは勧誘の形）

0248．01

しかし，あくまで調査者の注記であるのでこのまま採用

［｛n

a：nYr両a｝？ikaO］

［ado］やいa：］も「もう」の意である。

した。次の回答の注記も同様のものと判断し，この回答

「もう二度とは」の意味である。

は採用している。

（4）「どうしても」の類

4609．53［egumondeammet∫a］（ゆ，鶴岡にあるとい

naanlr両aは

3752．79

［｛∫fntatte｝eganε］

うイカマイのような表現があるかと誘導したとき

3774．64

［｛nantatte｝￠ganε］

の答がこの回答である。このマイは推量のように

3780．65

［｛nanbo∫atte｝eganε］

も思われる。話者の言葉で，［egomme：］は「行

4706．43［｛nambo∫itemo｝iηanε判（ゆ）〈多＞

かないだろう」の意で推量打ち消しであるという。

560299

決意の打ち消しにはマイを使わないらしい。）

6510．74［｛donnakotoηaattemo｝ikaN］

B−2．意味的な観点からの採否

［｛donnakoto∫itatte｝ekando］

7659．31［｛adaN∫itemo｝ikoklpiwanarinne：］

質問文に，「もうそんなところへなんか，けっして」

（5）その他

という前置きが付いているため，「行くまい」にあたる

6378，06［｛ha：｝ikuma：］

回答の前に，副詞が付けられている回答が多かった。例

7659．62［｛hara｝ikinakots田moridara］

動詞の部分については，「行く」という動詞を含む回

えば「二度と」「けっして」「何があっても」などである。

調査者が質問文が求めている分だけを報告した場合と，

答を採用した。沖縄の「パルン」も意味的に「行く」に

副詞的部分も報告した場合とがあると思われる。これに

相当するとして採用する。232図「行こうと思っている」

相当する部分は採用語形に含めなかった。削除した部分

と同様に，八丈島の「デル」も採用している。「〜テクル」

を1｝で括って示す。

「〜テミル」「〜テミテクル」を含むものも採用した。

次の回答は「行く」にあたる動詞がないため不採用と

（1＞「絶対・決して」の類
0840，33

［｛kess責e｝ikanεbe］

1942．62

［｛zettai｝ikanai］

3649．73

［｛d3ettaY｝lgane］

3734，14

した回答である。
1169．62

［narao］

1739．28［moJamet句ameta］
2784．51［jamer山domoQterad3a］

［｛d3etaη9ganaY］

一83一

4598．07

6573．32［iraN］（「入らん」の意ならん。）〔イランは

［ikaNzo］

4677．98

［ikanai］

表現の内容については，次のような判断をした。

5622，19

［igana巧。］

「（どうして）行こうか（いや行くまい）」のような反

6497．18

不必要の意でなく，イカントコと同じ意〕

語的表現は採用した。例を挙げる。
2791．57［eg曲moNdaba］

6651．93

ク

1231．72

［egεbε］

［i1弓a：seNjo］
［？it∫aη］

不可能表現は状況による事態の不成立を表し，意志性

4609．53［eggumondearo・ba］（直接意志表現でなく，

がないとみて不採用にする。

反語の表現である。）

4761．07

5579．12［ikumqpd3ai］
ク

［ikeheN］

6521．94［ikaheNwa］

［1ηaεnε］

4676．57

［ikadzu］

［itterannε］

7266．14［ikarummonka］

6526．55［イコケエコ

0894．41

7382．77［ikukai］（このように反語的表現をとるの

［ikarenai］

「ナラナイ」などの禁止表現は不採用とする。この表

が普通の由）

279L57と4609．53の回答中のbaは反語を表す形式と

現は禁止表現で出てきている。
4712．15［ettewagannε：bett∫a］

みなした。反語的表現かどうかの判断は，終助詞による

ことが多いが，中には採用部分の前についた語形が参考

8324．40

［itat∫anarando］

になることもある。以上のうち，採用にあたって削除し

1261．22

［？nd3e：naraη］

次の回答は「行く所ではない」と解すると意志性が無

た前野部分から反語と判断しているものを次に挙げる。
｛｝に括った部分が削除した前接部分である。

いと見られるので不採用とした。
3781．21［lgtαdogodene］（質問から外れた答え）

2791，57［｛da：｝egεbεコ（「誰が」にあたる）

ただし，この地点，秋田県由利郡東由利町はdogoが形

5579．12［｛dare｝ikumqpd3ai］
〃

式名詞に近く，「行くことはない」の意味である可能性

［｛dare｝ikadzu］

7382．77

はある。

［｛11aN∫ite｝ikukai］

他に，直前の質問項目が先の232・233図の「行こう

テンス，アスペクトについては問わないで採用した。

と思っている」であったためか，「行くまいと思う」の

質問文の「心に決めるとき」にもいろいろな場合が想定

ように「思う」を付けている回答も目立った。これが，

され，また，一度行ったことがある場所について「もう

直前の質問項目の影響なのか，当該地方では「思う」を

行くまい」と思う場合を尋ねているためである。したが

つけて表現するのかという判断

って，次の回答のようにテンスが過去時制でも採用し

はむずかしい。0276，51

のような注が付けられた回答もある。

た。

5642．29［ikanetomotta］

0717．50［ikane：natoomo：sa］

7504．72［ik田malomota］

3720．70［lganεdoomotteda］（omouで切れるべきも

終助詞についてはB方式で採用した。終助詞と見なし

の）
0276．51［？ikjuntsY？omoturai］〈行くとは思わない。

〜と思っていない。〉（分析的な表現しか出ない。

なお行くかときかれて行かないと答えるとき

たものについていくつか補足する。
次の回答中の［ni＝］は終助詞というより，「〜なのに」

という言いさし的表現である。
6387，62

？ikibaという）

ここでは，「思う」を含む表現はすべて採用した。

また，質問文の最後に（「イカナイ」などでも可。）と

添えられているとおり，語形上単純な打ち消しであって

［ikaNni：no：］

このような，接続助詞に由来する語形も終助詞扱いする
ことにする。他にも同様の扱いをしたものにkara，keeが
ある。

も意志を表すとして採用した。例えば次のようなもので

6368．60

［ikanNke：］

ある。

6383．28

［i幻a：seNkara］

84一

6387．62

［ikla：seNke：no：］

2拍目が撲音・促音になる場合は，それぞれ擾音・促

次の回答末尾のtomo，mON，haaも終助詞扱いにし採用

音までを統合する。

した。
3746．76

lll細細］（ゆ）｝価｝一〉
［曾ganε：ha：］

6385．98［i幻a：sentomo］

琉球で意味的に「行く」に相当する語である「パルン」

7363．12［イカンモンネ］

についても同様に語頭のpar一／hir一／har一／を統合した。

次の［ma：］は終助詞として扱った。打ち消し意志の
「マイ」ではないと考えられる。地点は福井県武生市だ
が，藤原与一『方言文末詞の研究下』（597ページ）に

器1｝甑圓蜘
D．留意事項

よると，やや離れているが出雲地方に終助詞マーがある
という。

質問文には「心に決めるとき」という条件があるが，
ここでは，一人ごとや心の中で言うだけでなく，相手が

558479［ikantokoma：］

いて話している場合でも，それが話し手の打ち消し意志

B−3．音声の統合

表現の表明であれば採用する。次のように〈人に言うと

表記上の留意点として，次の地点がある。

き〉やく独り言〉などの注記があっても区別しない。次

5527，81［イカンゼァ］

のように同じ地点で併用語形があっても，すべて採用し

調査者によると，ゼァのような，工段音＋アの表記は

た。

［εo］という音声を表している。音声内容上は［ikaNZεo］

6368．60

［ikanke＝］

となり，見出しでは〈ikaNZεa＞となる。（第3集解説書

ク

103ページ）

とき使う。＞

C．語形の統合

［ikuma：］〈他人に話しかける様な気持ちの

740420［ikanzo：］〈多〉

ク

232・233図と同様に「行く」の部分に対し部分統合

［ikumai］〈少，一人ごと〉

を行った。ほぼ語幹にあたるこの部分の相違は本図のね

また次は，質問文の「心に決めるとき」という条件とし

らいではなく，また他の図を参照することでおよそ推定

ては意志性が弱く，迷っている表現とも取れるが，これ

することができるため，凡例の煩雑さを避けるために行

も採用することにする。

った。統合される部分だけを列挙すると次のようになる。

5668．17

［igane：kana］

このように，意志性の程度や発話が一人ごとか，聞き

表記は地図見出しの表記による。
ik一／ikj一／ek一／ig一／eg一／iη一／eη一／εη一／u夏〕一／

手がいるかが異なっていても，すべて採用している。上

juk一／jukj一／？ik一／？ikj一／？icj一／Ng一／Nη一／

記の回答以外で，注にこれらに関する記述があるものを

例を挙げる。

以下に挙げておく。

ikumee

（D

igumee

4637．20［uNganai］〈ひとりごと＞

iuumee

ekumee

一人ごとの注記があるもの

564897［ikulmai］（ゆ）〈心の中で言う時＞
〈（ik，ig，iη，ek，eg，eηjuk）

6440．35［ikaNde：］〈一人独白する様なとき〉

umee＞

（2）他人に対してという注記があるもの

egumee
eoumee
jukumee

376175［iganeho＝e＝］（「…方が良い」は，他人に使

ikaN

4637．20［ungumOndenε］〈他の人に言う場合＞

？ikaN

641L31［ik血mae］（ゆ）〈他人に話しかける様な気

？iklaN

えば軽い命令になるので，自分に使えば決意）

〈（ik，？ik，？ikL？icj，ekjuk）

持ちのとき＞

aN＞

6440．35［ikuma：ke：］〈他人に向かって云う様なと

？i（jaN

ekaN

き＞

jukaN

6697．59［ikan司。］〈人に言う時〉

一85一

②打ち消しを表す形式を用いる表現系：緑

（3）決意の度合いの注記があるもの
6387．62［ikaNd句。：］〈強い意志＞

aイカナイ類：正三角形

6393．86［ikuma：］〈決意がやや弱い。＞

b

イカン類：正方形

6498．50［ikanwa］（ゆ）〈心に強く決めるとき＞

。

イカム類：正方形

7395．63［ikaNdo］〈強く言うときはこちらを使う。＞

d

イカヘン類：長方形

7407．66［ikanwa］＜強く言う。＞

e

イカヒン類：長方形

8314．52［ikume］＜あまりはげしくない言い方＞

f

イ馬弓ン類：長方形

8354．28［ikando］〈決意が強く表現される。〉

g

イカシン類：長方形

〃

③打ち消しを表す形式と意志を表す形式を用いる表現

［ikumeコ（ゆ）〈気持の表現が弱い。〉

系：水

（4）感情表現の注記があるもの
6542．64［ikumonkaコ〈きつい言い方＞

a

イカナイベ類：正三角形

659398［ikumai］（ゆ）〈機嫌がわるいとき＞

b

イカナイヨウニスベ類：二等辺三角形

6655．44［ik田m的。］（ゆ）〈腹が立った時〉

。イカントコ類：小刀形

〔語形の記号化〕

d

イカントク類：菱形

A．語形の分割

e

イカンコトシトコ類：平行四辺形（縦）

語形は大きく，部分統合の対象になった第二母音直前

f

イカンコトシヨー類：平行四辺形（縦）

および三音・促音までの「前部」と，それ以降の「後部」，

g

イカンシヨウ類：平行四辺形（縦）

および「終助詞」の三つに分割する。後部はさらに分け，

h

イコートオモワン類：平行四辺形（横）

第二母音（母音が長音の時や，擾音が続く場合は長音・

iイカナイニシヨウ類：平二等辺三角形

揆音まで）を「後前部」，それに続く打ち消し意志の意

jイカズトオモワナイ類：曲玉形

味を担う部分を「後中部」，アスペクトおよびテンスを

k

担う部分を「後後部」に分割した。分割例を挙げる。

④打ち消しを表す形式と願望・希望を表す形式を用い

部

止止俵閲㎎張

剛

後前部

後中部

後後部

終助詞

u

mai

なし

jo

イカズトオモワン類：曲玉形
る表現系：榿

aイキタクナイ類：正三角形

mee

なし

なし

b

maitoomo

torU

なし

。イカナイツモリダ類：いちょう形

aa

seN

なし

なし

dイクツモリワナイ類：いちょう形

a

nebε

なし

なし

eイカナイキニナル類：リボン形

aN

O

a
B．語形の記号化

N

toku

イクゴトナイ類：矢印形

fイクキワナイ類：リボン形

wa

g

まず，「後中部」の形態と意味的・文法的内容に着目

イクキニナラン類：リボン形

⑤反語的表現系：茶

して，次の①〜⑥に分類し【色】を与えた。その中をさ

a

ズを使った反語表現類：曲玉形
マイを使った反語表現類：円形

らに細分して【形】を与えた。それ以下の細かな区別は

b

【塗りつぶし方】で行っている。塗りつぶし方は，基本

。

形や連母音・長音を含むものを塗りつぶし，連母音が融

d

合して短音になっているものを白抜きにした。

⑥客観的表現系：紺

①

a

イカナイホウガイイ類：傘形
イクモノデナイ類：桜形

おもに打ち消し意志を表す形式を用いる表現系：赤

モノを使った反語表現類：涙滴形

カなどの終助詞のみでの反語表現類：分銅形

a

イクマイ類：円形

b

b

イカマン類：楕円形

。

イクモノデアルマイ類：細桜形

。

イキャスマイ類：涙滴形

d

イクコトワアルマイ類：細桜形

d

イカジャーン類：紡錘形

e

イキッコナイ類：鳥形

e

イクノヤメル：蝶形

fイカントカンナラン類：手裏剣形

一86

以上の分類について補足する。

どうか不明だが，形の上から⑤aに分類する。

①bにあたるのは次の回答である。

3701．52

「マン」は『琉球宮古諸島方言基礎語彙の総合的研究』

【大きさ】で区別し，大記号にした。

（1983，247ページ）に多良問の「意志打ち消し」の助動
詞として挙げられている。

次に「後前部」に注目する。例えば①aの「イクマイ
類」では〈一umai＞〈一amai＞〈一〇mai＞＜一imai＞のように，

①dにあたるのは次の回答である。

「後中部」は同じでも「後前部」が異なる回答がある。
これを次のように【方向】で表す。

［ika3a：n］

「ジャーン」は前掲書（193ページ）によると宮古方言

後前部

で打ち消し意志を表す形式に相当するとされている。次

u

の回答中の［te：n］もやはり意志の否定を表すものと見

a，ja

て，①dに含めた。

aa，

214152

［ikate：n］

加刈上祉右四下打左

2151．21

［egthdzt血nasε］

以上のうち，「後中部」に「思う」が含まれるものは

2068．07［ikaman］

jaa

OO

①eの「ヤメル」は打ち消し意志表現と言ってよいか

O

迷うが，一語で表しているという点で①に分類した。

i

4653．66［ikukoto句amera］

e

次の回答は動詞〈？ika＞に直接〈doo＞という強い念

その他・機音など
「後後部」は【補助記号】で表す。補助記号は線で次

押しの終助詞が付いていて，打ち消しにあたる形式がな

のように与えた。仮に○に付けた場合で示す。

いようにみえる。

①

テイル〈〉

この地点では，［？ika］だけで打ち消しの意味を表すこ

②

トル

とがあるらしい。併用語形の［？ikando＝］との関連を考

③

えて，②bに分類した。

④チョル（う

0330．80

［？ikado：］

℃∫

トッタQ

⑤テラ

0・

0246．88［？ikjam］

⑥

テタ

く⊃

0294．66［？ikamu］

⑦タ

6

次は②cに分類した例である。

この他，終助詞付き回答にも補助記号（線）を下向き

「琉球方言の総合的研究』（1966，221ページ）によると，

0246．88の形は，「行く」の打ち消しであるという記述が

に一本，融合形の終助詞付き回答を区別する必要がある

ある。

場合には下向きに二本与える。

次は八丈島中之郷の回答である。［nako］という形は

C．終助詞付き語形の回答の処理
本項目の終助詞の統合はα方式を採用した。また，終

打ち消しの「〜ナイ」の活用形とみて，④cにあたるも

助詞が融合した形は次の2例である。仮想形を矢印の右

のとして採用している。

に示す。

7659．62［ikinakotsulmoridara］

5516．19［エカンナイ］→〈ekaN＞

また次は，八丈島大賀郷の回答である。この地点の打

6651．40

ち消し表現は「〜ンナカ」であることが知られている。
先行研究に「〜ンネー」の形は見あたらないが，この回

［ikia＝hene：］

→

〈ikjaaheN＞

このうち，5516．19は注に（行かぬワイ）とあることか

答の［ne：］は終助詞ではなく，打ち消し表現の一部と

ら，［nai］は打ち消しを表す形式ではなく，終助詞ワイ

みて採用し，④gに分類した。

の融合したものと判断した。

D．凡例における語形の並べ方

7659．31［ikok功iwanarinne：］

凡例はの中の配列はBで分類した①〜⑥系の順に，そ

次の回答の地点は青森県中津軽郡西目屋村である。こ
の回答中の［dz山］は，中部地方に見られる「ズ」と同

れぞれの中はアルファベットで表した類の順に並べた。

じであるとは考えにくく，反語を構成するものであるか

更にその中では，塗りつぶしが大きいものから先に配列

一87一

し，同じ塗りつぶしになる場合は方向で決めた。方向は
左上から始まり，時計回りに配列した。

88

相互の関係を比較することが期待される。したがって，

6．

勧誘表現

記号化にあたってはできるだけ共通の記号，あるいは類

似した記号を用いて，関連性が見られるように配慮し

6．1．

勧誘表現の概要と記号化

た。

勧誘表現は，話し手が聞き手にある行動・動作を共に

終助詞部分のみを別に地図化することにしたが，この

実現することを意図して誘いかける表現である。ここで

ような地図は第4集に多くある。特に関連するのは191

は，「行く」という動作を共に実現する誘いかけとして

図「いたよ」と193図「書いたよ」および195図「強か

「行こうよ」（235・236図《160》）をとりあげ，どのよ

ったよ」である。しかし，本項目の勧誘表現には疑問の

うな表現が各地で用いられるかを見ることを目的とす

形式によって勧誘を表す「行こうか」のような表現があ

る。

る。このような疑問の終助詞も，後半の236図に現れる

勧誘表現は5．で扱う意志表現と，おもに助動詞部分に

という点で大きく異なる。また，過去形に接続するもの

共通する形がある。これらの間の共通性と共通しない部

ではないという点も異なる。このような事情もあって，

分を知るためできるだけ採用範囲を広くとった。

特に第4集のこれらの地図とは関連性を持たせるような

A．語形の採用と統合

記号化は図らなかった。

採否と統合の原則は，可能なかぎり「5意志表現」と
合わせる。まず「行く」あるいはこれに相当する動詞を

6．2．

各図の説明

235図
236図

行こうよ

用いている表現であることが必要である。沖縄の「バル
ン」の類も「行く」に相当するとして採用する。八丈島
の「デル」も採用している。理由は意志表現で述べたと

行こうよ

おりである。その上で明らかに勧誘表現からはずれる回
答以外は採用する。また，勧誘の強さの程度が異なると

〔語形の採用と統合〕

思われる回答も全て採用している。したがって，疑問形

A．本図のねらい
話し手が聞き手に「行く」という動作を共に実現する

式によるもの，命令形式によるものも採用する。実際，

疑問形式による勧誘表現は多い。待遇表現を含む回答も

ことを誘いかける時，どのような表現が各地で用いられ

そのまま採用した。

るかを見ることを目的とする。「5．意志表現」と異なる

また，「行く」の第二母音までを部分統合する。第4

のは，聞き手も共に行動を実現することを志向する表現

集の151〜157図に「行く」を用いた図があり，こちら

であることであるが，回答には共通する語形を含んでい

で音声を参照することができるからである。ただし，勧

るものが多く，232図「行こうと思っている」と比較が

誘表現には特有の「アベ」という語形があり，これらに

できる。232図にはない「アベ」の類の回答があること

ついて他の項目から参照できないため，部分統合を行っ

も本図の特徴である。

本項目の回答は次のような質問文で得た。

ていない。

友達を温泉に誘ったのですが友達は迷っています。

終助詞の種類が多数あることから，見出し分割型の分
割地図にして，前半「行こう」（235図）と後半「よ」

そこで「いっしょに行こうよ」と誘うとき，どのよ

（236図）の2図に分けた。このことにより，意志表現

うに言いますか。

の232図「行こうと思っている」や234図「行くまい」

誘いかけの相手が友人であることや迷っていることが

と235図「行こうよ」との比較が容易になる。235図の

状況設定としてある。これについては次の採否の方針に

凡例では，後半に続く形があるものはハイフンを付けて，

関わるので後述する。

終助詞がなく後半に続かない回答語形と区別する。

B．採否の方針

〈ikoo一〉〈egube一〉→後ろに後半が続く場合

〈ikoo＞〈egube＞

B−1．参考話者や使用状況による採否
次の同席者や参考話者は居住地や年齢などが採用条件

→後ろに後半が続かない場合

B．記号化の基本方針

にあわない，あるいは不明であるため不採用とする。
8303．39［ikoya］（同席者

意志表現と，おもに助動詞部分に共通する形があり，

一89一

妻）

〃

5463．73［ekaJa］（同席者）

［konne：］

八丈島の「デル」も採用している。

6277．12［ikoJa］（平山）

7659．62

一方，次の回答は参考話者の回答として採用した。

［derogaN］

表現の内容の点では，次のような回答も採用した。

5670．47［igamega］（再調査：これを以前はよく使

5602．99［ikjai：neka］（「行けばいいじゃないか」に

つた。）

あたる形）

7373．31［イコー］（参考話者の回答）

5670．47の回答の注の再調査は採用条件に合う別の話者

8321．58

［egga］

にしているためである。

8351．75

［igga］

8352．61

［igga］

次の回答は，話者自身が使用する語形ではなく，使用

次の回答は意志表現ともとれるが，強い勧誘とも考え

者が条件に該当しないために不採用とする。
0724．95［igube：］＜自分は言わないが他の人は使う。＞

られることから採用した。「迷っている友人を誘う」と

4760．53［aibe］〈自分は用いることがないが，旧市

いう状況では，このような回答もあり得ると判断した。
736209［イクゾ］

内周辺部の人々はこれを用いている。＞

強い勧誘という意味ではその究極の強さとして命令形

5594．81［ikosa］〈女ノ人ノイヒ方＞

6420．49［曾koja］〈上品な人がいう。自分は使わな

式をとる表現も採用している。
5653．33

い。〉

566L77

次の回答は話者自身の疑問により不採用とした。
6534．67

［iko：na：］

［ikeja］

5681．22

〈？〉

次の回答は調査者の注として「用いそうだ」とあるが，

ここでは話者の注記にしたがって不採用とする。
3796．26［弓gYmas中ppe］（さそわれた返事だとも答
えているがさそいにも用いそうだ。）

B−2．意味的な観点からの採否

［ikejare］

6525．98

［ikeie］

6555．06

［ike：sa］

6566．73

［ike］

6575．43

［ik句。コ

その他，次のような「繰り返し表現」も採用した。

この項目の質問文には，前述のとおり，直前に「一緒

1868．21

に」がついている。回答の中にはこれに相当する部分ま

［igしubeiguユbe］

2754．56

で報告されているものが多数あったが，この部分は地図

〃

化しない。

3726．68

次に，「行く」に相当する動詞が無いために不採用と

［egtUbest血egtUbest血］
［egtαbjaegt血切a］

［曾gt〔Ibesfae：be：］

3772．61［iganegaabe］〈abeは行こうと軽くいう意
味＞

するものを挙げる。

3777．19［サg山be：曾g山be：コくせきたてる気持ち〉

5762．82［i：Ndo：］＜良いそ＞
6624．54

［ikeja］

すべて「べ」を使用する表現である。注に「せき立てる

［i∬qpido：dε聖ja］

7308．37［do＝do：∫oJa：］〈古＞

気持ち」とある回答もあり，繰り返すことが勧誘の強さ

7308．37の［do：do：］は「同道」か。「同道する」という

に関わる一つの表現となっている可能性があるのでその

表現としては動詞を使っているともいえるが，卜緒に」

まま採用した。3726．68と3772．61は全く同じ語形の繰り

の部分を含んでしまう。採用方針として「…緒に」に当

返しではないが，それぞれの前半と後半が独立して用い

たる部分を取り上げていないので不採用とする。

られた回答もあることから，繰り返しの形とみなした。

次の回答は「行く」ではなく「来る」を用いている。

なお，2754．56や3726．68のように繰り返しの回答中に終

これは同じ動作の視点の違いであるので採用した。「一

助詞の〈SU＞＜si＞が含まれても，それを終助詞として

緒に」というニュアンスが「来ないか」を誘ったとも考

は扱わなかった。

えられる。
6547．33
7229．75

次の回答も繰り返しのように見える。
［koηkane］

8300．81

［kol〕kai］

［iko＝ikeba］

だが，秋山正次・吉岡泰夫（1991）『暮らしに生きる熊
90

本の方言』（熊本日日新聞社）によれば，kebaは「来な

5518．20

ければ（いけない）」という意味で，強く言うために付

［ittekoηkaUa］

この回答については部分統合を行っていない。

け加えられたと考えられる。130図「来れば」にも［ke−

具体的に統合した例を示す。

ba］がある。したがって後半は削除して，［iko＝i］の部

ikoo．

分のみ採用した。

igOO−

明らかにねらいの表現ではないために不採用にした回

iη00−

答を挙げる。

UOOO

6548．53［ikokatomottoru］（自然談話より）

〈（ik，ig，iη，uη，ek，egjuk，？ikj，？iggik）

ekoo一

6701，18［ikube：tomotteru］

oo一〉

egOO−

2151．21［ma：tsYkiz了：］

jukoo一

654＆53と6701．18の回答は，意志表現で，勧誘には使え

？ik：ioo一

ないと判断した。ただし，話し手自身が行こうと思って

？iggYkoo−

いると表明することで，間接的に聞き手を誘う可能性も

i蕪1｝〈一・一

あり得ないとは言えない。2151．21の回答については，
［ma：tslki］は「一緒に」の意味だが，［zY＝］は調べた限

琉球で「行く」に相当する語である「パルン」の類に

り意味が不明である。

C．語形の統合

ついても同様に語頭のpar一／har一について部分統合を行

次のカナ表記は現代仮名遣いで表記されているとみな

う。例を挙げる。

し，［コウ］をくkoo＞とする。

器：｝〈（har，par）の

5587．74［イコウカ］

部分統合は，235図「行こうよ」（前半）の動詞「行

また，アベ類の語形については部分統合を行わない。

く」にあたる部分において行った。対象は語頭の母音

他の項目で元の形を推定することができないからであ

（またはju，

る。例えば，〈abe一〉〈ebe一〉〈jaabe一〉〈aibe一〉〈aebe一〉

N）とそれに続く子音（促音，擾音を含む）

までで，おおむね動詞の語幹にあたる。この部分の相違

〈eebe一〉はbeの前までで部分統合して一つの見出しには

は本図のねらいではなく，また他の図を参照することで

しない。それぞれ別々の見出しとする。

およそ推定することができるため，凡例の煩雑さを避け

D．留意事項
待遇的な表現や，疑問の形式での表現も採用する方針

るために行った。統合される部分だけを列挙すると次の

であるが，これらの表現性について注に説明されている

ようになる。

ものを挙げておく。

ik一／iik一／ek一／ig一／eg一／iη一／uη一／eη一／juk一／

3796．26［abena司〈上＞

jug一／？ik一／？iki一／？icj一／Ng一／NO一／ih一／

「イッテコヨウ」という表現はittek，？igglk，

4712．40［abet∫a・］〈主に目下に使う。〉

itokの

〃

ようにkまでを統合対象とした。次の回答ではrまでを

5605．57［igaηkε］〈返事を求めている。

統合対象とした。
1868．21

［abqa・］〈主に友人に使う。＞
kεには敬意

がある＞

［ittekurubqia］

6375．28［iko：3anaeka］（ゆ）〈上品なことば〉（娩曲）

しかし，「イッテミヨウ」のような〜テミルの類は統
合していない。「イッテクル」は「行く」のバリエーシ

6491．78［ik句a＝］〈やさしく，親しいかんじ＞

ョンと捉えるが，「イッテミル」は「イク」とは勧誘の

6650．72［i3a：］〈同輩または目下に対して。命令的
な感じがある。＞

強さが異なる，あるいは控えめな勧誘など，表現として

7269．48［ikoka：］〈第2答よりもややていねい〉

別のものと考えるからである。

〃

なお，次のように打ち消しの助動詞が「イッテクル」

7308．05［ikanka：］〈粗雑＞

に接続する回答がある。
1799．94

［ik（ja：］＜第1答よりも親しい言い方＞

7370．96［ikaNkanai］〈多〉

［iQtekonaiga］

91

5574．80［ikulmaka］

待遇的な形式を含む回答を挙げておく。

次の回答の末尾の［oi］は感動詞とも考えられるが，

1835．20［ikima∫o：］
3750．64
472456

このまま終助詞の一部として採用した。

［Tganes山ga］

469695

［e】〕Tsupe］

5539．15

5620．22
5631．26

［igojaoi］

次の回答の地点は新潟県である。藤原与一『文末詞の

［ika∫∫araηka］

研究下』（584ページ）によると，新潟には「ソラ」が

［ika∬eηka］

あり命令形の下につくことがあるという。［so・］はこれ

［ikirna∫o：］

5642．29［ikOa∫oコ〈少し目上の人に＞

に類似したものだろうか。終助詞としてこのまま採用し

5751．61［igjaN∫o：］くあらかたきまったこと＞

た。

5615．67

6491．78［ikimaseりka］〈上＞

［igo：sou］

〔語形の記号化〕

7339．76［ikimaseηka］（共）〈少，「イカザー」「イカ

A．前半・後半の分割

マイ」などは使わない。＞

終助詞部分を後半とし，それ以前を前半とする。終助

8332．42［i？mosoja］〈上〉

次の回答は待遇表現を含む，「行く」とは別系統の語

詞とするかどうかは，形式面だ．けでなく内容もあわせて

による回答で，かつ命令形式である。3735．77は「オデ

判断した。以下では，分割上問題となったものを中心に

ァル」という「いらっしゃる」に相当する尊敬語を使用

説明する。

以下の回答の末尾の＜si＞〈SU＞〈SUU＞〈sju＞は，「ベ

している。
3735．77

シ」という助動詞の一部であるとする説もあるが，終助

［odεer曾Ja：］

4712．40［aba∬a

a・］〈主に目上に使う。〉

詞とみる。
0724．21

次に，採用したものの注意を要する回答について挙げ

0776．88

［igube∫ijo］

る。

次の回答は勧誘表現として疑問があるものの採用して
いる。

0275．97［？id3ikaika∫uηga］〈行ったらどうか〉

［igulbes

o］

2720．25

［igube∫i］

2722．67

［壁9dlbeu∫f］

2761．66

この回答はく行ったらどうか〉という話者の注があるが，

2771．97

［？id3ika］は「行くなら」という条件形，［∫uη］は使役

2785．15

［eg前bestα］
［eg亡αbTsI血］

［eg｛：自［besl血jo］

の助動詞，［ga］は言いさしの表現であり，直訳的に意

2791．57

［egαエbes山］

味をとれば「行くなら行かせるが」という表現で，「一

3722．42

［曾9Ulbe§1血］

回目行こう」という意味にはならないようである。とは

3723．31

［egubestα］

いえ，「行く」という語形も使用されおり，話者が誘い

3731．38

［igube∫匂a］

だと報告しているので，採用することにした。

373331

次の回答も勧誘表現としては妥当かどうかやや疑問が

3747．46

残るが，採用する。
565396
5671．77

［igulbe∫i］
［ekulbe：si］

3787．45［eg山bestU］（eg前beslとも聞こえる）

［iku3ane：kai］

3794．22

［igulbesY］

［iku3aηka］

4704．45

［lgulbesu・］

次の回答は，調査者に問い合わせの結果，調査当時の

4705．93

［壁gtαbesα1］

調査票に確かにこのように表記されているということな

4715，52

［euUlbesi］

ので報告を尊重してそのまま採用した。

471598

［eη甲besul］

次の回答の紬aa＞も終助詞扱いにしている。

6554．76［itokomaika］

また，次の回答も［ikumaika］の可能性があるのでは

3720．70

［lgube∫a：］

次の回答の末尾の〈i＞は，後半とすることにする。

ないかと思われるが，調査者に問い合わせることができ
ず，そのまま採用している。

〔ゆ〕

第3集の意志形の項目では，＜i＞は終助詞扱いしていな

一92一

いので，それとは扱いが異なることになる。
4701．13

る終助詞のbaiとは異なるものとして終助詞とはせず，

［Tgtαb6ガ］

前半に入れることにする。

6407．69［イカーイ］

0276．51

〈i＞の後に更に語形が続くものは後述する複合形の

終助詞とみなし，一律に〈i＞から後ろを後半に分割す

同じく次の地点は北海道島牧村であるが，この［bai］
についても終助詞とはみなさない。

る。例えば，＜ja＞〈jaa＞がついて〈ija＞〈ijaa＞となっ

ている次のような回答は，句a＞句aa＞を後半にする。
6404．92

［？ikabai］

1770．72

［ikubai］

藤原与一『方言文末詞の研究下』（414ページ）には，

［ikaOa］

東北のバイについては助動詞べ一の可能性もあるとい

6409，00［イカイヤ］

い，北海道の例文として『礼文島言語調査報告』から

6413．55

［ika重ja］

「ノガミノウチデヤルバイ

6415．00

［ika

用している。

6415．70
6418．54

a］

［ika：氏ja］

「ジャ」については，二通りの扱いがあり，一つは終

［ika：重ja：］

6423．39

助詞とみて後半に入れる場合，もう一つはジャナイとい

［ika重ja］

う打ち消しの意味内容を持っているとして前半に入れる

〈iko＞に続く＜i＞〈Ua＞句aa＞〈ina＞も同様で〈iko＞

までを前半，〈i＞以下を終助詞として後半で扱う。
5590．74

（やろうよ）」という例文を引

場合である。後者の場合は，たいてい後ろに「カ」など
疑問表現がくる。

［iko導a：］

次の回答の末尾にある［d3a］は終助詞とみる。

6438．02［イコイヤ］

3770．33

［iganegad3a］

6439．61［イコイナ］

また，以下の回答はすべて静岡県伊豆半島周辺の回答

6448．42［イコイヤ］

であるが，『方言文末詞の研究下』（124ページ）に「シ

6449．68［イコイナ］（ゆ）

ベージャー（しょうよ）」という例文があり，この地方

6458，39［イコイナ］

では終助詞として扱うべきだと考える。

6560．22［イコイナ］
7332．69

［ikoi］

7342．65

［ikoi］

7373．31

6636．30

［iko：3a］

6655．44［iko＝d3a＝］＜2回目に言う。＞

（ゆ）

6656．31

［iko：3ε舜α］

また次の佐賀県三瀬村の回答の［d3akka］は，熊本天

［イコイ］

7391．41

［ikoiコ

草などで見られる「〜ではない」の意味の「ジャカ」の

8300．29

［ikoi］

類（『日本語方言辞典中』519，521ページ）と見て，〈z−

8301．68

［ikoi］

jak＞まで前半に入れ，〈kai＞〈kaa＞を後半とする。
7331．32［iko：d3akkai］〔ゆ〕くやさしい〉

8303．70［イコイ］
8312．95

［ikoi］

（＃，

ク

ゆ）

［iko：d3akka：］

次の回答は千葉県富津である。［be］は勧誘を表す助

次の回答も最後の「イ」は終助詞と見て後半図におく

動詞とするが，［d3iN］が問題になる。

る。

6629．13

737412［イキマッシュイ］
ただし次の回答の末尾は，［nai］で「なさい」にあた

［igubed3iNjo］

日野資純（1959）「方言文法論の實践」「駒澤大紀要』17

るひとまとまりの部分をなすと見て，〈ikinai＞全体を前

によると，「ジェー」「ジェン」が，この回答地点の対岸

半に入れる。

にあたる久里浜や三浦半島地方にあるという。ジャンカ

7322．91

の弱まり形式としている。つまり「イクベージャンヨ」

［ikinai］

次に「バイ」という形について述べる。次の回答の地
点は大島郡徳之島町亀徳だが，末尾の［bai］は『奄美

（行こうじゃないよ）に相当すると考える。［d3iN］もこ

れと同様の語形と考えて前半に入れることにする。

次の回答には明確にナイが入っていないが，［d3ai］

方言基礎語彙の研究』（1986，939ページ）に「志向形
に下接して勧誘を表す」とあることより，九州できかれ

でジャナイに相当するとして，前半に入れる。

一93一

5631．26［ikuldaine］＜上＞
7331．32

［iko：dai］

7350．54

［ikoda重le＝］

7381．02

［iko：dai］

『講座方言学』9（111ページ）によれば，推量意志表
詞の研究下』（80〜84ページ）には九州各県の用法が挙

に使われる他，意向をいうものもある。中部地方・関東
地方にも文末詞の「ダイ」があるが助動詞系のものとし
て九州と区別している。

最後にdi，

tiについてだが，次の回答地点はともに宮

古である。
2141．52

［ikati］

2150．17

［ikadi］

B

U

しししししし

長崎では推量表現に使われるとある。佐賀では推量表現

zなななななな

げられている。鹿児島では「行くダイ」で勧誘を表し，

a訟a
000Uaa

現に添えて「よ」に近い意味を表すという。『方言文末

ド

両者の区別をしないで形の上からすべて後半とする。

e

欝計乳欝計計計寵 悼聯㎞
轡計乳響糺計乳㌣宗計

詞＋イ」であるものがあると考えられるが，本項目では

0

∴・∴軋翻

「ダイ」には，終助詞であるものと，「断定の助動

中前部

脚雅量朧器∴

［iko：d3aika］

部

部

7433．61

中

［ikod3aika］

止止血止掴㎎珀a︐田止止止止汰止振止止汰2

［ikod3aika］

7424．62

後︒

前

7422，56

語形の記号化

おもに「中後部」の種類や有無によって①〜⑦に分類

『琉球宮古諸島方言基礎語彙の総合的研究』（1983，184

して，これに【色】与え，さらにその中を「中後部」と

ページ）によると，ikaだけでも意志勧誘を表すが，志

「後後部」の組み合わせによって細分類して【形】を与

向のdiが後続形式としてつくこともあるという。これ

えた。分類を列挙すると以下のようになる。

よりdiは終助詞ではないとして前半で扱う。他にも

①「ウ」を用いる表現系：榿

「私がkakati（書く）」の例文を挙げるものがあるので，

a

イコー類：円形

tiもdiと同じく終助詞扱いせず前半に入れる。

b

イッテミヨー類：蝶形

B．235図「行こうよ」（前半）の記号化

。

B−1．語形の分割

②「べ」を用いる表現系：水
a

前半は，部分統合の対象となる第二母音直前までの

イコージャナイ類：菱形

イクベ類：正三角形・二等辺三角形・平二等辺三角

「前部」，第二母音とそれに続く「ウ」「べ」「マイ」など

形

の語形までの「中部」，打ち消しの意味を表す形式を含

b

イクベジャナイ類：菱形

む部分の「後部」に三分する。「中部」はさらに第二母

。イクベジャン類：長方形

音を「中前部」，残った部分を「中後部」に分ける。後

d

イカナイベ類：欠け正方形

部もさらに二分し，「〜デワナイ」というように「デワ」

e

アベ類：矢印形

にあたる形があるときはこれを「後前部」とし，打ち消

f

繰り返し表現類：正三角形および鍵穴形の大記号

しを表す形式を「後後部」ということにする。

③「マイ」を用いる表現系：赤

部分統合を行わない「アベ」の類については「べ」の

a

イカマイ類：紡錘形

④「ディ」を用いるまたは「中前部」がaで終わる表

前までを「前部」に，「べ」を「中後部」にした。

現系：赤

分割の具体例を挙げる。ハイフンは後半に続く形があ
a

ることを示す。

94

イカ類：涙滴形

b

イカディ類：涙滴形

くなってkaguになる，とある。これより［hiru］は「行

⑤「ズ」を用いる表現系：茶
a

く」の志向形と推測されるからである。

イカズ類：曲玉形

次の回答は「後前部」にあたる形がないが①cに分類

⑥「中後部」がない表現系：緑
a

イク類：V形

b

イッ類：U形

。

した。

4686．51

［igonnεkε］

次の回答の［n］は打ち消しではなく，［pajaN］

イカナイ系：菱形・矢印形（アユブを使う場合）

d

イカン類：長方形

f

コン類：長方形（大）

g

イカヘン類：長方形

h

イキャセン類：長方形

［？ikaN］で「行こう」という意味に相当するが，形の上

から⑥dに分類されていることを注記しておく。
1213．88

［p勾ande：］

〃

［？ikande：］

次の回答の［da：］は「中後部」とし，『講座方言学』

iイカダン類：平行四辺形

6（130ページ）に山梨の意志勧誘を表す「ズ」が「ザ

jバラン類：小刀形（大）

ー」「ダー」となるとあることから⑤aに分類した。

k

イクジャナイ類：爪形

［ikada：］

6604．01

［ikada：］

1イッテミナイ・ミン類：蝶形

6603．68

⑦

その他：紺

a

命令表現類：分銅形

b

アバッシャイ類：矢印形

。

6613．68

［ikada：］

6634．32

［ikada：e・］

⑥bの例として次の回答がある。［do］は終助詞で後
半になるので，促音までが前半である。

アベバイイ類：矢印形

dイケバイイ類：いちょう形

834L43

［iddo］

（ゆ）

なお，次の八丈島の回答中の［iko］は連体形とされ

eその他：星形
以上の記号化では，「中後部」が「5，意志表現」の232

る形であるが，他の地域の「行こう」の助動詞ウが短呼

図「行こうと思っている」，234図「行くまい」と共通

となった〈iko一〉と凡例上は同じ扱いになってしまうこ

した形であるものはできる限り記号を揃えた。しかし，

とを注記しておく。

232図では本図の①aにあたる「イコー類」が円形，234

7659．31

［ikogoN］

図では本図の③aにあたる「〜マイ類」が円形になって

7659．62

［ikogaN］

残る「中前部」「後前部」は【方向】で表した。この

おり，同じ記号の形になってしまう。これは，各図で共
通語形に円形を与えようとしたためである。そこで本図

「中前部」による区別が必要なのは「中後部」に「マイ」

では，共通語形になる①aに円系を与え，③aの方には，

がくる③aと，「〜ジャナイ」のような語形をもつ①c
と②b・cと⑥kである。以下に示す。なお③aは，打ち

円形に類似した形として紡錘形を与えることにした。

消し意志表現の234図「行くまい」の「マイ」を含む類

また，「後後部」がある表現では，「ナイ」と「ン」の
類に分け，前者は菱形で，後者は長方形で形を統一した。

の記号の方向とそろえている。

これらの表現で，①c，②b・c・dにおいては中後部も

（1）

各類中の差異は塗りつぶしによって区別した。「中後

なし

部」や「後後部」の母音が，長音や二重母音であるもの

00

は塗りつぶし，短音は白抜きにした。

0
i

分類について補足する。まず，次の回答は「中後部」
が「なし」であるが，①aに分類した。
2072．20

e

aN

［hir司e：］

『琉球与那国方言の研究』（1964，120ページ）に「書く」
の志向形はkagu

uであり，念押しの

i

iがっくときは短

上

祉右都下打左杜

a

あるが，その部分は色で表されるので問題はない。

「中前部」による方向（③a）

u

（2）

一95一

「後前部」による方向（①c，②b・c，⑥k）

0勾a，e勾a上
勾a
右上

以降を「前後部」とする。例外はdaieeのように3種の

0勾aa

右

のeeを「後部」としした。

勾aa

右下

oja

母音が並ぶ場合で，この場合のみ第二子音はないが末尾
「前部」と「後部」からなる回答は終助詞が複数連続
していると考え，本項では複合形と呼ぶことにする。

下

ja

前前部

左下
左上

担曲寧m曲甜照i㎞め

左

da

■−

de

また，「アベ」の類の回答（②e・f，⑦b・c）は部
分統合を行っていない。形・塗りつぶしは中後部にあた
る「べ」に対して与えているので，前部については以下
のように方向で表すことにした。

（3）「アベ」類の回答の前部による方向（②e・f，⑦
a
e

ja
ai

ae
ee，

aN

εε

上卿右側下馴一軒

b・c）

前後部

後

部

なし

なし

なし

joO

i

ne

なし

joo

ee

なし

i

ee

aa

なし

i

なし

なし

no

なし

maa

なし
ka
C−2．語形の記号化
後半236図の記号化は次の手順によった。
（1）まず「前部」「後部」いずれかにka・gaを含む回答
は「力行系」とする。

（2）それ以外については「前前部」の子音でおおまかな

eN

系に分類し【色】を与える。

次に，記号の【大きさ】については，「行く」以外の

（3）

動詞を用いている回答と，②fの繰り返し表現を大記号

「前前部」はさらに細かな類にわけて【形】と【塗

りつぶし】を与え，「前後部」に【方向】を与える。

とし，他は小記号とした。

【補助記号】は，後半に続く形があるものに補助記号

（4）

「後部」がある場合は，「前前部」の子音で【色】

を表すが，【形】・【塗りつぶし】・【方向】は

（線）を下向きに・．・・一本付した。また，③a「マイ類」の

「後部」によって決める。

紡錘形は記号の方向をはっきりさせるために，補助記号

（5）複合形が同じ形の重複であるものは大記号にする。

（線）を右上と左上に各一本ずつ付した。

B−3．凡例における語形の並べ方

まず，【色】および【形】の分類は以下のとおりであ

凡例における配列はB−2で分けた①〜⑦の系の順およ

る。

びアルファベットで示した類の順に並べた。塗りつぶし

①ヤ行系：水

による区別がある場合は塗りつぶしが多いものから白抜

a

ヨ類：円形

きの順に，さらに方向による区別がある場合は上向きか

b

ヤ類：円形

ら始め時計回りに回転させる順番に配列した。

②タ・ダ・ザ行系：榿

C．236図「行こうよ」（後半）の記号化

aチャ類：いちょう形

C−1．語形の分割

b

後半は「前部」と「後部」に分割する。第二子音以下

。

ダ類：正方形
ザ類：爪形

があった場合，その部分を「後部」とする。したがって

d

第二子音以下がない回答は「前部」のみから成る。また，

③ナ・サ行系：赤

タ類：小刀形

「前部」の母音が一つ以上で長音や二重母音になってい

aナ類：長方形

る場合，一つ目の母音までを「前前部」，二つ目の母音

b

一96

シ・ス類：リボン形

c

ソ類：腰掛形

ナ行系として色は赤になる。しかし，野原三義（1986）

d

サ類：矢印形

『琉球方言助詞の研究』（411ページ）に「jo：sana：（弱い

e

セ類：矢印形

のか）」「kuttana：（来たか）」などの例文があり，疑問の

④ワ・ラ行年：茶
a

ワ類：蝶形

b

ラ類：U字形

終助詞と考えられる。
7219．50［ikanna］＜第1答より上＞

⑤母音系：紺
a母音のみ類：鎌形線記号
b

2085．16

［parana＝］

2086．60

力行系：緑

a

［？ikanna］

次の回答の末尾の［nu］も疑問の終助詞である。

その他：花びら形

⑥

1232．38

［parannuコ

次の石垣市川平の回答の［ra］についても，『琉球方

カ・ガ類：二等辺三角形

言助詞の研究』（397・400ページ）に「pa6a：（行くか）」

各回分類の中は，塗りつぶしによって区別した。

「pattara：（行ったか）」などの例文があり，疑問を表す

複合形の場合，（4）の原則で「後部」の形によって記号

と見ていいだろう。分類上はラ類で色は茶になる。

を与える。「後部」の形が上記の①〜⑤と同じであれば

2076．25

同じ記号の形を与える。例えば，勾勾ooは「前前部」に

［parara］

次の回答末尾の［de］［de＝］も，疑問を表すと見られ

より②の系に属し榿を与えるが，形は「後部」のjooで

る。藤原与一「方言文末詞の研究下』（93ページ）に，

①aとおなじ円形で表すことになる。

山口県都濃町の用例として「キックレンデー（来てくれ

しかし，「後部」にのみ現れる語形がある。以下の4

ないかね）」がある。6387．62の注記から見ても疑問を表

してると判断される。分類上は榿色のダ類になる。

つであるが，独自の記号を与えた。

6387．62［ikaNde：］（「行かないか」相当）

〜no：長方形（中央を塗りつぶす）

ク

〜ri：V形
〜ba：鳥形

6498．50［ikande］（ゆ）〈年長者に対して＞

〜maa：分銅形

7308，05［ikande：］〈丁寧＞

7408．46［ikaOde］（ゆ）〈女に多い。〉

なし

長音（前前部の母音と同じ）

e，

aa
εε，

ee

i

O，oi

N

上杜右柾下野左杜

「前後部」による方向は次のとおりである。

a，

［itt∫imiNde：コ（「行ってみないか」相当）

iεε，その叩

次は長野県八千穂村の回答である。この地域では，
「イ」が疑問を表すとも言われるが，分類は母音系にな
る。

5673．18

［ikazui］

逆に，次の回答中の［koi］［koe］は疑問を表す表現
ではないと考えられるが，形の上から力行系に分類し，

記号は緑色になる。「方言学講座』8（237ページ）で
は「来い」から転じた勧誘表現と説明している。

以上の記号化でも区別ができない場合には補助記号

6339．06

［ikoko匂a：］

（線）を左右一本ずつ付けて区別した。また，方向を表

6411．31

［Tkakoe］

すために，補助記号線を左上・右上に一本ずつ付けた場

6412．87

合がある。

6422．93

〈やや弓蚕レ、卜し、＞

［Ykakoe］
［Tka：koi］

6440．35［iko：koi］〈強く誘うとき＞

分類について補足する。

7308．05

⑥の力行系には意味上疑問を表すものが分類される。

［ikookoi］

〈言秀レ、カ§弓魚い。＞

しかし分類は語形に着目して行ったため，以下に挙げる

7311．28［イコーコイ］

ように，意味上疑問を表すものも，⑥の力行系に分類さ

7402．52［ikokoi］〈多〉〈「行こうよ」の意味〉

八丈島では「連体形＋ゴン」という形が勧誘を表すこ

れるとは限らない。
次の回答末尾の［na］［naa］は語形に着目した分類上，

（？）

とが知られている（『講座方言学』5（267ページ））。

97一

次の［gaN］は先行研究には見あたらなかったが，同種
の語として扱った。
7659．62

［ikogaN］

C−3．凡例における語形の並べ方
凡例中の配列は，まず「前部」の子音による色の順に
並べ，各色の中はC−2で述べたアルファベットの類順に
並べた。類の中は塗りつぶしたものから白抜きの順に配
列し，方向を使っている場合は，上から始めて時計回り

に配列した。なお，236図で併用語形がある地点の地図
上の記号の並びは235図の順に合わせた。
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以下，推量表現全体関わる問題について最初に解説し

7．推量表現

ていく。

B．二次的な形式
7．1．推量表現の概要と記号化

まず，［ikuNdenaika］［amed3anaika］など，共通語の
「〜ので（は）ないか」にあたる形式が非常に多く回答さ

A．基本方針

れた。これらは単純な推量形式とは言えないが，全国的

「推量表現」とはものごとを推し量る意を表す形式の

に見て東北・北海道を中心に回答が多いという地域差が

ことである。第5集で扱う「様態表現」「伝聞表現」と

見られ，それらの地域では，推量のひとつの形式として

は近いところがあるが，自らの観察結果（様態表現）や

定着している可能性がある。したがって，この類は採用

伝聞情報（伝聞表現）のような証拠の存在を含意する表

することにした。また，さらに推量の付属形式が加わっ

現ではない点で違いがある。具体的には，共通語の「だ

た「〜ので（は）ないだろうか」にあたる［igUNdenee

ろう」に対応する方言形式を求めた。

daroka］［amedenaibeka］などの形式も採用した。

推量については，第3集でも，動詞の広い意味での活

なお，次に挙げる回答の末尾はne：nojaなどの形が縮

用形の一環として「推量形」を取り上げている。そこで

まったものであり，共通語では「〜ので（は）ないの」

は，「書く」「来る」「する」の3語について，それぞれ，

にあたる形式ではないかと思われる。これらも地図に載

共通語の「〜だろう」と対応する方言形式を対象とした。

せてある。

ここでは，動詞を「行く」の一語に固定することにより，

237図

次のような表現を調査した（質問番号で示す）。
《165》

［egαINdenena：］

「行くだろう」

2792．25

［eg亡αdenenaコ

3609．46

《166》

「行かないだろう」（否定＋推量）

《167》

「行くのだろう」（「のだ」＋推量）

《168》

「行っただろう」（過去＋推量）

《169》

370L52

238図

「行ったのだろう」（過去＋「のだ」＋推

量）

さらに，名詞の推量形式である，
《170》

行くだろう

2791．57

「雨だろう」（名詞＋推量）

についても調べてある。以上から明らかなように，第3

［eg山Ndenena：］

行くのだろう

2784．51

［egαIaNdenena：］

3701．52

［eg山Ndenena：］

3702．37

［eg前denena］

3721．ll

［Tguttenena］

3730．43

集の活用形項目で対象とした「動詞＋だろう」の形式

［egα1Ndenena］

239図

［lgulattene：］

行っただろう

（ここでは「行くだろう」）を核にして，それが否定文に

2792．25

［etadenena］

なったり，「のだ」文になったり，過去文になったりし

3701．52

［ettaNdenena：］

たときに，全体としてどのような形になるのか，あるい

3702．37

［ettadenena］

は動詞の代わりに名詞が述語になったときにはどうなる

240図

雨だろう

のか，といった観点から調査項目が設定されている。そ

2792．25［amedenena］

の点では，推量表現といっても，あくまで形式中心に基

3609．46［amedaNdenena：］

本的な形を把握しようとしたのであり，活用形の延長と

3701．52［amedenena：］

して位置付けることができる。

また，琉球地方の次の回答も，意味的に「〜ので（は）

このような立場から推量表現を扱うために，編集方針

ないか」の類にあたると考えられるので採用とした。

は自ずと活用形の方針に従うことになる。すなわち，第
3集の推量形項目でとった方法を基本にし，それに推量
表現項目の立場から修正を加えることで編集を行った。

なお，上記の調査項目のうち地図を掲載したのは
《165》《167》《168》《170》の4項目である。

237図

行くだろう

2076．25
2076．98

［parunaranu＝］

2151．21

［ikizTssaaranhj

2151．51

一99一

［pattussTsaaranu］

aJa：］

［ikidussaaran］

238図
0247．31

8345．84［イキャセンカ］

行くのだろう
［？ikju【〕？araηkεしla：］

0294．66

［？it∫umunankε隻ja：］

1213．88［？ikjunt∫a：？arandarai］〈「行くのではない

［？ikant∫a：？arad3ige：ra］〈「行くのではない

［？it∫uno：？araniコ

2068．07
207220

［ikYaran］

［hi：aranu【〕k句a］

207698

［paro＝aranu］

2151．21［ikisaaranbjaja＝］（「行くのではないだろう
か」の意に対応する。）
2141．52

239図

〃

［イケセンドカイ］

同様に，以下に挙げる琉球地方の〜（ヤ）サニの類も，

詞i，すなわち「〜はしないか」にさかのぼるものであ
り採用した。こちらは動詞のみでなく形容詞にも用いら

か」＞
1260．68

［イキャセンドカイ］

語源的に「は」のja＋「する」の否定形＋疑問の終助

か」〉

ク

ク

れるなど，すでに語源を離れて推量形を形成する一般的

な形式として定着していることが知られている。
0275．97，0276．51に見られる〜sareや，2085．16の〜sa：

も同類と考え…緒に挙げたが，こちらはなお検討を要す
る。

237図

行くだろう

0275．97

［ikYsa：aran］

0276．51

行っただろう

1157．92

［nzano：？arani］

1157．92

1213．88

［？id3a：？arandarai］

1232．38

1261．22

［？n3ano：？arani］

［？iklunsare］
［？ikjunsare］
［？it∫e：sanna］

1233．52

［？ikihanni］
［？ikunsani］

2076．98

［paridaaranu］

1241．49

［？ike：sa：ni］

2151．51

［ikiduukfsaaran］

1260．68

［？it∫しje：sani］

1261．16

［？it∫◎asani］

240図

雨だろう

0228．96

［？a〜ヤY？araUk6i］

1261．22

［？it∫e：sani］

0247．31

［？anff？araηkai］

1271．05

［？ikja：θane：］

2085．16

U57．92［？ame：？araηg句a：］
2076．98

［amiaranu：］

2141．52

［arne：aran］

238図

また，237図に現れた「〜はしないか」「〜はしない

［parunsa：］

行くのだろう

0275．97

［？iklunsare：］

0276．51

［？ikjunsare］

だろうか」の類も，「〜ので（は）ないか」の類に似て

115792

いると考え採用した。九州地方に目立つ点，この類が推

1221．48

［η3亜je：sani］

量形式として固定化している地域があると思われる。

1232．38

［？iki：hanni：］

237図

1250．59

［？it∫i：sani］

［eki∫endara：k勾a：］

125127

［？it∫ihanni：］

［fkja：∫endara：ka］

1261．16

行くだろう

5471．49
6422．93
6645．47

［？it∫e：saηgε癖a：］

2085．16

［ikja＝∫inお：ka］

7305．54［ikja＝summja：kanja＝］

239図
0275．97

7341．77［ikjasurume＝ka：］

［？it∫ijahani］

［parusa：］

行っただろう
［？id3ansare：］

7349．91

［ikaseηka］

0276．51

［？idzTsare］

8325．00

［lkja∫endQkai］

1232．38

［？id3e：sani］

1233．52

8332。42［ikjasendokaine＝］＜「行きはしないだろうか

207220

ねえ」にあたる。＞

2085．16

8345．56［ikehendokai］（「行きはしないだろうか」
の意）

240図
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［？i3ansani］

［hitansa］
［ikitansa：］

雨だろう

0275．97［？amisare：］

具体的には下に挙げる回答であり，やや東北地方に多い

0276．51［？amYsare］

点は注意を要する。また，中には推量形式のあとに「〜

1233．52［？amidensani］

と思う」の形が付いたものもあり，それらについては，

1260．68［？amid戸口e：sani］

推量形式の部分のみ取り出してこの項目の参考にするこ

1261ユ6［？amiru？ani］

ともできる。

また，やや形態は異なるが，

238図

237図

行くのだろう

行くだろう

0779．88［ikultoomo：kedo］

1271．05［？ikint∫idaJaθane：］〈「行くのでしょう」〉

1725．35［ikutoomou］

も〜（ヤ）サニの類を使った反語形式と見て採用した。

2754．56［eg山doomo：］

次に，「〜のとちがうか」にあたる形式も以下のよう

3725．49［eg血doomo：na：］

に回答された。これは，活用形項目では回答されなかっ

3735．77［弓g山be：domo：na：］

たものだが，推量表現の一種として機能しているのであ

3747．91［弓g山adoomo：domo］

ろう。近畿地方を中心に一定の分布も見られるので採用

3780．65［iguldoomomna］

とした。

3783ユ1［弓g田doomo田］

237図

行くだろう

ク

［弓9田be：doomo田］〔ゆ〕

6458．39［イクントチガウカ］

4676．57［iguro：toomo：domona：］

6488．48［イクンチャウケ］

4696．95［igutoomo：domo］
ク

［iguro：toomo：domo］

6545．31

［jukunotot∫iηauka］

6563．30

［ikuntot∫igauka］

4706．43［iηuItoomoma］＜共＞

［ikunt∫auke］

5579．79［イカストオモウ］

6573．79
6594．20

238図

ク

［ikuntot∫iηau夏〕ko］

［イカシトオモウ］

5608．81［イグベードオモーガナー］

行くのだろう

5628．89［lgulndabedoomomda］

6469．77［イクノンチャウカ］
［ikunotot∫igauka］

5697．57［ik田be：toomo：kedona：］

6542．64

［ikunont∫igauka］

5720．12［1gulndambetoomo：］

6564．23

［ikulnotot∫iηaulka］

6629．13［igutoomo＝］（同席者の回答）

［ikuntot∫iηauke］

7400．15［iku3aro：toomo：］

6533．61

6573．79
7349．91

239図

7504．72［ikuld3afoomo：］

行っただろう

6533．61

240図

7431．34［ikuro：toomouga］

［ikut：ot∫igauka：］

238図

［ittanotot∫igauka］

行くのだろう

0724．95［ikundenaikatoomou］〈イクノダローは使

雨だろう

わない。＞

6469．77［アメチャウカ］

0776．88［tabulNikultoomojo］（「行くのだろう」に

6488．48［アメチャウンケ］

該当する形は得られなかった。）

6533，61［ametot∫igauka］

0924．95［ikundenaikatoomou］〈イクノダローは使

6573．32［ametot∫igauka］

わない。＞

7349．91［ametot∫igauka］

次に，「〜と思う」にあたる形が報告された地点があ
る。この類も推量形式の一種として使用される点では上
の「〜ので（は）ないか」類と同様である。ただし，こ
ちらは，たとえ全国に存在していたとしても，推量独自
の形式ではないとの判断から回答され．なかった，あるい

は報告されなかった可能性が高いとみて不採用とした。

一101一

1725．35［ikutoomou］
4706．43［iηumdadoomo：na：］〈共＞

239図

行っただろう

0776．88［ittekitatoomojo］
ク

［ittekitatoomo：zo］

1725．35［ittatoomo：na］

3722．42 ［ettatoomo：S山］

4638．O1

［ittandasε：］（確定）

3747．91

［曾ttagadoomo：domo］

5579．12

［ittadzona：］

3783．11

［ettadoomO田］

6440．35

［ittande：］

6573，32 ［ikahat：ende］

4696．95 ［ittatoomo＝domonal］

［ittasa］

4706．43

［ittandadoomoma：コ〈共〉

6652．43

5568．14

［イッタトオモウガナー］

7275．24 ［itadd3anna］

6393，86

［ittatOOm・＝gan・：］

7383．98 ［ittabaina：］＜行ったこ

6485．49
6617．88

［イタトオモー］
［ittambe＝tomojo］
雨だろう

240図
3754．59

［alnedadoomo：］

次的な推量形式ということでは，動詞・助動詞終止

7391．41

［itabbanai］

7404．20

［itazO：］

7420．76

［it：az句a：］

［itaz句・：］

ク

形での言い切り，ないしはそれに終助詞の類が付加した

8321．58

［nandeNitaga］

形式が見られた。以下の回答がそれである（237図の

2086．03

［hattado：re：］

2761．66［egε］はeguの末尾に母音性の終助詞が加わっ

240図

雨だろう

0724．21

［amedana：］

行くだろう

0776．88

［amedana：］

2761．66

［egε］

1794．54

［amedana：］

4643．56

［tabuNikundana：］

1801．80

［amedana：］

5472．71

［eYU．曼jo］

2701．62

［amedawa］

5558．21

［tabしUNikUlt可a］

2734．06

［amedade：］

5633，42

［te：ηikuwane］

2765．13

［alneda（町a：］

5681．22

［taite：ikuwane］

3689．56

［amedana］

6378．06 ［taigaiikundqlo］

3735，77

［amedana：］

6409．00 ［タブンイクデ］

4609．27

［amedan句a］

6416．59 ［te：ge：naraiku］（te：ge：naraは「たぶん」）

4628．23

［amedano：］

6477．12 ［タイガイイクワイヤ］

4637．20

［amedano：］

たと判断）。

237図

〈きっとイテくとき〉

［ikubai］（前にタブンなどの副詞が来れば

この言い方1

4638．O1

［amedadzε：］

4652．79 ［amedana：］

こなる。）

7404，20

［ikunna］

4667，22 ［amedade：］

8321．58

［宇gga］

4672．19

8324．40

［igga］

4676，57 ［amedana：］

2086．03

［harundo：巧a＝］

4696．95 ［amedana：］

238図

［ikulndana：］

4609．27［egtun司a］（「行くのさ」
6349．68

6440．35

7275．24

239図

4746．21

［amedana＝］

4752．94 ［amedana］

の意）

5569，10 ［アメヤゼナ］

［ikude：］

5579．12 ［amed3adzo］

［ikunde：］

［itto3anna］

ク

行っただろう

2734．06

［amerare：］

4742．95 ［amedakore］

行くのだろう

1794．54

（相手に言いかけるニュアンス

が強い。）

6526．55 ［イクゾヨ］
7374，97

とがすでにわかって

いる場合の言い方〉

［ittana：］

102一

［am曙adzo］

5594．81

［am句a：］

5629．11

［amedana：］

〈確信のあるとき〉

5631．78［amedawa］

1213．88［？amidendo：］

5633．42［amedana］

1231．99［？am輔e加a：］

578224［amedana：コ

1251．27［？amide：両a：］

6349．68［amedade：］

126122［？ami］

6368．60［ame3ake：］

126192［？amid両ar両a：］

6375．25［ame3aeno：］

2068．07［amUa：］

6412．22［amedade］

207696［a：mido：］

6411．31［amedawa］

2085．16［amina：］

6412．87［amedade：］

2086．03［amido：re：］

6434．04［amedade］

これらは，例えば237図「行くだろう」の場合，調査

6440．35［amedel］

文が「たぶん行くだろう」のように「たぶん」という推

6473．15［amede：］

量の副詞を含むものであるため，動詞があらためて推量

6475．60［アメデー］

の形式をとらなくても済んだという事情が背景にあるも

650＆60［アメヤナー］

のと考えられる。そのことを物語るように，237図の

6536．18［amedawana：］

7374．97』

6573．32［am句ade：］

この言い方になる。」といった調査者の注記が見られ，

6594．20［am句ado］

また，そのような注記はなくとも，上記のように回答に

mikubai］には「前にタブンなどの副詞が来れば

6700．04［amedadzo：］

「たぶん」にあたる部分も添えて報告されているケース

7275．24［ametana］

が目に付く。したがって，もし「たぶん」にあたる副詞

732095［amebai］

がなければ，これらの形式は回答されにくかったのでは

7336，71［amed3a：wae］

ないかと思われる。回答地点に顕著な地域差の見られな

7339．04［ame3ano：］

いこと，および，上記の多くの地点で推量表現としてよ

7339．76［ameze］

りふさわしい形式が併用で回答されていることなどか

7373．99［amebaN］

ら，以上の回答は地図に載せないことにした。なお，第

7374．97［amebai］

3集の推量形ではこうした回答は採用したので，それと

7382．21［amebai］

は異なった処理を行ったことになるが，こちらの項目で

7382．77［amebai］

はそもそも回答形式のバラエティーが膨大であるため，

7383．98［amebaina：］

推量表現らしい形式にしぼって地図化する必要があった

7392．76［amebai］

という事情もある。
なお，2086．03の地点で回答された，

7407．66［am句ano：］
7424．62

237図［harundo呵a：］

［amed3ao］

239図［hattado：re：］

7433．61［amed3ao］

240図［amido：re：］

7441．02［ame3ana：］

〃

［amez句・＝］

は，末尾にdu（ぞ）＋aru（ある）＋wa：（よ）などの

8300．81［amesai］

形が加わったものではないかと推定されるが，第3集

8303．70［アメジャイガ］

142図「高いだろう」の解説に記したとおり，do：6a＝な

8320．28［ame3a：］

どの形ですでに終助詞的に使用されていると思われるの

8352．61［ame3aiga］

で上の処理に従った。ただし，同地点の，
238図［ha：do勾a：］

8363．82［ame3a：ga］
8394．21［amed3ana＝］

・

［am司ana：］

9249．94［amed3ao：］

のみは，推量形にこの終助詞が付いたものと考えられる

ので採用した。また，240図の7424．62と7433．61の
［amed3ao］は，後者の地点で［amed3aro：］と併用で回

一103一

ク

答されており，ro：のrが脱落した可能性も残る。しかし，

474295

ここでは末尾の。を終助詞とみなし，「雨だよ」にあた
る回答と解釈したので不採用にした。同様に，9249．94

ク

の［amed3ao：コも。：の部分を終助詞ととった。一方，

き＞

［eηtUbett∫勾a：］

［eη山ndenε：ka］〈上の回答より不確かなと

5622，19

237図で回答された，

〃

6469．77［イクンダエ］
〃

［iηUlbe・］＜推量が上の回答より強い。＞

［igudaro＝na：］

［igundaro：na：］（ゆ）〈役場に勤めていない

人の場合に用いる。〉（不確定の意が強い。）

［イクンダイ］

5631．78

は採用した。一．．一見，断定形式のように見えるが，同じ淡

［壁ku3ame：ka］

ク

路島で回答された，

［ekudarazu］〔〜darazuは確実性が強いか

もしれない。〕

6479．95［イクンダー］

5670．47

6488．48［イクンダー］

［iguzura：］

ク

が推量形式として知られており，それとの関連があると

［igura］（ゆ）〈決定的＞

考えたからである。ただし，6479．95と6488．48の2地点

5672．89

が推量関係の項目で…一貫して〜ダーを答えているのに対

ク

し，6469．77では〜ダエ（〜ダイ）の回答が238図，239

のだが，〜raの方が確実性が高いような気もす
642293［幻a：∫endara＝ka］〈不確実さが強いとき〉

の部分は終助詞の可能性もあるが，はっきりしないので

ク

特に終助詞としての処理は行わなかった。

ク

次に，調査地点の中には，意味の違いについての注記

ク

には，各地点で推量のムードを表す形式が一種類ではな

きく逸脱しない範囲で使用可能な形式が回答・報告され

ク

けについて，話者の内省や調査者の指摘の得られたもの
行くだろう

ク

［弓gt臼be＝na：］

4706．43

［？ikjuroJa：］
［？ikid3aroja：］

〃

［？ikludd的a＝］＜確定的な言い方＞

3725．49［曾gtαgotta］〈見当が付く場合〉

ク

［壁g血ndabe：］〈はっきりしない場合。疑い，

または推量の気持ち＞

［弓g山gotta］〈確からしさあり。＞

3765．93

［egUlgotta］〈かなり確かなとき＞

〃

ク

［ik田nd3anε＝kana：］

［ik田darol］〈ikulndaro：よりははっきりして

いるとき〉
ク

行くのだろう

ク

3785．94［eg田be・］〈はっきりわからないとき〉

ク

［iku3a：n氏）：ka］

0330．80

3734．14［eg山mbena＝］〈推量的〉

4652．79

［ikuzurae：］〈人からそれとなく聞いていて

ク

238図

［撃9Ulgottae＝］＜確かさ大＞

tabuNよりもkitto

言う場合〉

用することとした。以下に，併用回答の意味上の使い分

ク

［ikura］〈確実性が高い。

6642．57［ikurae：］〈自分の判断による。〉

たと考えられるので，併用回答は原則としていずれも採

［eg山gotta］〈確かさ大〉

．

が来る方がよい。＞

いるという事情があると思われる。一応，質問文から大

を掲げる，

anaika］

［ikuzura］

［ikudarazu］

ク

く，複数の形式が微妙な意味差を伴って使い分けられて

ク

［ikUINj

6620．15

付きで複数の回答が得られたところがあった。その背景

ク

［Tkudara］〈やや確実なとき＞

6584．38［ik呵afO：］〈ほぼまちがいない場合〉

C．意味のずれ

3726．68

［ikuzura］〈〜raと〜zuraとは同じようなも

る。＞

図に限られる点が気になる。なお，ダエ，ダイのエやイ

237図

［ikura］

［曾9山ndabe］

［皇g由godda］〈上の2つより根拠のある場

合＞
3777．19

ク

［ikU」ndaro：］

［egCαnodaro：］

［曾gtUndenε：ga］

［壁g山ndagotta］〈上より確かな場合＞

3781．21［肩山ndene飼a］〈擶貝1的〉

［iηulndenεおga］

一104一

〃

［lgI血nadaromomo］

ク

性が高い。＞

［Ygtαnadagaro］

5680．23［ittazura］＜もう向こうに到着している感

3785．94［egumodabe・］〈はっきりわからないとき〉
ク

じ〉

［egUlgotta］〈かなり確かなとき＞

4652．79

ク

［ikuエnd3anε：ka］

〃

い感じ〉

［ikUmdaro：］〈本人に聞いて大体知っている

ク

場合＞

ク

5690．28［ittsur勾。］〈確実性が強い。〉

［iUUIndenε肥・ga］

ク

［iguldene：kaコ

〃

6374．58

［iguIdene：noka］

〃

〃

［igUldambe］〈少しはっきりしている場合＞

6620．15
ク

ク

ク

（ゆ）

［ikunra］（ゆ）〈一raは確実性が高いから，

ク

ク

行っただろう

240図

3710．70［Yttab亀fa］〈確信がある言い方〉

ク

［Yttabena：］〈疑いを含む言い方〉

ク

〃

ク

3777．19

〃

〃

［ettabe：］

［撃ttagotta］〈根拠が強い。〉

ク

V

［ittandagotta］くittandenε畑より確からしさ

ク

ク

〃

［弓ttagotta］〈確からしさがあるとき＞

［臼ttagotta］（ゆ）＜根拠が強い。＞

4706．43〔ittandabe・］〈最も強い推量〉

ク

［amedagotta］（ゆ）〈より確からしさがある。＞

［amedagotta］〈はっきりしたとき＞

［amedabe・］〈より確からしいとき＞

［amedazura］

ク

［amedarazu］（ゆ）〈確実性が少ない。＞

〃

（ゆ）

［amedappe・］〈より確信のあるとき＞

［？amisare：］〈こちらの方が未確定の言い方

である。〉

これらの回答を見ると，注記には推量内容の確かさの点

強い。〕

5661，77

［amedagotta］＜決定的＞

027597［？ami（teBki）d3aro：］

5631．78［ettadarazu〈あまり使わない。〉〔確実性が

ク

［am弓dagottaコ〈あやふやなとき＞

ク

ク

ettandab句aよりはつき

りしているとき〕
［ettandabqia・］

［amedagottae：］〈確かさが大きい。＞

6629．13［amed3anε：Oga］

［ittandenεおga］

4742．95［ettandenε：ga］〔ゆ，

ク

雨だろう

6620．15［amezura］

［ettabe：］

ク

［イタドー］〈不安感が少ない場合＞

4706．43［amedenε田・ga］

3785．94［ettabe・］〈わからないとき〉

ク

（ゆ）

3785．94［amedabe・］〈はっきりしないとき〉

があるとき＞

3787．45

［ittadarUlbe：コ

3777．19［amedabe：（na：）］

［ittandenε：ka］

〃

［ittadzulra］〈いくぶん疑問があるとき〉

3746．76［amedabema：］〈予想〉

［ettabe：］〈確信・確実さのある言い方〉

〃

〔ゆ〕

3735．77［amedabe：］〈弱い確実性があるとき〉

［1tta切ON］〈疑いを含む言い方＞

3735．77［弓ttagotta］〈あいまいさのある言い方〉

3765．93

［ittsuro：］

3726．68［amedabe：na］

［Yttaattenε＝ka］〈疑いを含む言い方〉

ク

［ittforo＝d句a］〔確信的な推量〕

7366．13［イタジャローコ〈不安感がある場合〉

kittoのような副詞がくる方がよい。＞

239図

［ittazura］
［ittaro：d量ja］

6655．44［itts田ra］〈確信があるとき〉

［ikuzura］
［ikundzura］

ク

［ittadarazu］〈もう向こうに到着している感

じ＞

4706．43［iηulndabe・］〈最も強い推量〉

5793．74

［ittsura］（ゆ）〈まだ向こうに到着していな

［ctta3a：ne：ka曾］

での使い分けに関するものが多いことがわかる。237図

［ittazura］

を例にとると，中には，378594［egulgotta］〈かなり確

［ittsura］〈ittsuraの方がittazuraよりも確実

かなとき〉，5670．47［igura］〈決定的〉，658438

−105一

3734．14

［ikmjafO：］〈ほぼまちがいない場合〉のように，相当確
実度が高いと話者が内省するものも含まれている。特に，

240図

［弓g亡Ujontana：］

雨だろう

tabuNよりもkittoが来

1747，55［amera∫ima：］

る方がよい。〉は，確実度の違いに応じて，呼応する副

3791．09［amedaenta］

詞が「たぶん」よりも「きっと」の方が適当であること

6374．58［amera∫iJo：nade：］

を指摘している。ここまでくると，調査文の指定，つま

6375．25［amera∫i：de］

6620．15［ikura］〈確実性が高い。

り，「迷いながら」の状況で「たぶん」にあたる副詞を

7341．77［amegena］

伴って，という条件からは外れるとみなさざるをえない。

1213．88［？am

しかし，同じ形式で特に意味的な注記の付かない場合も

eigisai］〈「雨らしい」〉

このうち，237図の4652．79の回答は第3集の推量形項

あり，注記の有無によって個々に採否を判定することも

目では採用にしたもので，判断が異なるが，話者の注記

ためらわれる。そこで，以上の問題点を抱えながらも，

が様態表現であることを指摘しているものと解釈して，

推量の確実度に関する併用回答は・一律に採用とした。

ここでは不採用にした。240図の1213．88の回答は様態
ないし伝聞表現が混入したものと考えられる。

なお，副詞との呼応に関して，準備調査では，
《042》

「たぶん行くだろう」

《043》

「きっと行くだろう」

一方，様態表現の一種であるものの，ゴタルの類は採
用した。この類は，

237図

のように2つの項目でその差を見ようとした。結果は，

行くだろう

8331．60

「たぶん」の方に「〜ではないか」「〜のとちがうか」の

240図

類が多く，「きっと」の方に動詞終止形ないしそれに終

［重ko：gotaiga］

雨だろう

6374．58［amenogotoaru］

助詞が加わったものが目立つという違いは認められる
が，ダロー，ベーなど主要な形式については，「たぶん」

6393．86［amenogotoanmo：］

と「きっと」とで大きな差が見られなかった。したがっ

7219．50［ameηgotaru］

て，推量形式の採否にあたり，副詞の種類にはとりあえ

7320，95［amenogotanna：］

734265［ameNgotaru］

ず神経質にならなくてもよさそうだが，なお検討は必要

7382．77［ameηgota℃］

である。

7383．98

ところで，239図の，
3710．70［lttabe∫a］〈確信がある言い方〉

ク

［arnenogotaruna：］

8312．95［ame3arogotai］

［Tttabena：］〈疑いを含む言い方〉

8331．60［ame3arogotaiga］

8345．84［アメヂャゴタル］

という回答を見ると，推量の確からしさが終助詞∫aと
na：との違いで表されていることがわかる。これらは，

8362．31［ame3aroηod3ai］

終助詞付き回答の一般的な処理方法に従って，〜be＋終

のように回答されており，240図に集中している。「あ

助詞の見出しに統合されてしまうことになるので，ここ

したはたぶん雨だろう」という調査文からは，空模様を

で注意しておきたい。

見ながら判断するという場面が想定され，それがゴタル

次に，推量表現と様態表現とは意味的に似ているとこ

を回答されやすくしたと思われる。ただし，それならば，

ろがあるため，様態表現がここでの回答に紛れ込んでい

「道を歩いている人を見て」という場面設定が加わる

ないか確認する必要がある。様態表現とみなされるため，

238図「行くのだろう」の回答にもゴタルは現れてよさ

不採用にしたのは次の回答である。

そうである。いくつかの可能性が考えられるが，ゴタル

237図

行くだろう

は名詞文においては，これらの地域で実際に推量表現と

4652．79［ikulge：ra］（ゆ）＜その人の行動がわかつ

ている場合＞

して機能している可能性が捨て切れない。したがって，
ゴタルの類は採用することにした。

7340．42［ikiso：namoN］

ゴタルと形態が似ているものに，次の回答がある。

831295［ikosonamonne：］〈＃＞

237図

238図

行くのだろう

行くだろう

8361，42

一106一

［ikkoda：］

9313．46

238図

377464［弓gt喚amoslrenε：］

行くのだろう

8361，42

239図

［ikukoteJo］

3784．65［lgu1gamo∬renε・］

［ikkoda］

3792．49［egulgamo∫irenε：］

行っただろう

4637．20［ugukamo∫irenε］

8361．42

［idakkoda］

4672．19

9313．46［itakotejo］〈「行ったはずだが」＞

240図

［ik田kamo∫iraN］

ク

雨だろう

［ik田ndamo∫iraN］

4712．15［eηkamo∬nnε］

8361．42［amedakkoda］

〃

［eηka∬nnε］

これらも採用したが，語源的には「こと（だ）」などに

4740．93

由来するものかもしれない。

5558．19［ikuIkamo∫irend3a］

［Ynkasl血n珪jena］

九州地方のゴタルの類との関連では，東北地方北部に

5656．64

［ikuka∫inne：］

見られるゴッタの類も気になる形式である。C．の冒頭に

5668．17

［igulka∫卿e：］

列挙した例からもわかるように，ゴッタの類が他の形式

5679．04［iηulkamo∫inne］

と併用で回答された場合，3735．77を除きゴッタの類の

5679．69

方が確実度が高いと判定されているのは，様態表現とい

5712．41［lgukamosiN切ε：］

うことと関連があるのかもしれない。また，3735．77の

5741．64［eりkamo∫inne：］

地点では第3集の推量形項目のゴッタ類の回答に〈様子

574271［eηkamo∫inne：na］

［eηuga∫fnne］

から見ての推定〉という内省が加えられている点も気に

5771．36［eηkamo∬nnε：］

なる。しかし，以上に挙げた以外のゴッタの回答地点で

5782．24［eηkamo∫inne：na：］

は特にそのような意味的な注記はなく，しかも単用で答

えられている場合が多い。また，241図，242図の様態
表現では逆にゴッタの類がほとんど回答されていない。

ク

［eYulkarno∫inne：na：］

6396．62［ikukamo∫ireN］

ク

［ikukamowakaraN］

こうしたことから，東北北部のゴッタの類は推量表現の

652598［ik田kamo∫ifeN］

一種と認めて一括して採用とした。

6615．89［ikukamo∫innεe：na：］

推量内容の確かさという点に関してさらに言えば，こ

6622．97［ikukamo∫iraNjo］

の調査では「〜かもしれない」「〜かもわからない」と

6642．57

［ikudakaseNna：］

いう形式も回答された。しかし，これは非常に不確かな

6645．47［ikukamo∫iren田：］

推量しか表さないか，あるいは陸棚な表現を意図した形

737399［ikkaN∫ireN］（同席者の回答）

式と思われる。「たぶん」と共起しにくいことからも，

7382．77［ikkamo∫ireN］

調査文の文脈に合致した形式とは考えにくい。もちろん，

〃

［ikkamo∫irenna：］

それらの回答をすべて共通語の感覚で判断してよいかと

7392．76

いう点に問題が残るが，ここでは一律に不採用とした。

7416．34［ik両aramowakaranno：］

以下の回答がそれであるが，特に地域差の見られないこ

8301．68［ikkamo∫iren］

ともこれらを不採用とした処理の妥当性を示すものであ

8311．63［ikkamo∫irendo］

ろう。

8345．56［ikukamo∫ireN］

237図

［ikasukaN∫ireNコ

027597［？i幻uηkamowakaraN］

行くだろう

238図

1739．28［ik【ukamo∫iranzo］

行くのだろう

276481［eg血gamos山rene］

2764．81［egαmodagamos山rene］

3723．31［eg田gamos山enε］

4672．19［ik田ndamo∫iran］〈はっきり分からない場
合＞

3753．89［￠g田gamos了renε］

568122［ikuka∫irendzo］（この質問の回答としては

3764．66［ig田gamo∫frenε・］

適当でない。）

3773．12［lg田gamos田renε：］

一107一

5712．41［YgunogamosiN両ε：］

いる点から見て，意味的にも「〜かもしれない」の類と

6348，34［ikunokamosiran］

は異なり，調査文の文脈に適合するものとして定着して

6512，15［ik田kamo∫iren］

いる可能性が考えられる。第3集で扱った推量形項目で

0247．31［？ikjukkamo∫i直raηja：］

も，上記の回答地点に隣接する8351．75で一貫して回答

239図

されており，地図に載せてある。したがって，ここでも

行っただろう

これらは採用することにした。なお，239図では上記の

1739．28［ittagamo∫iranna・］
ク

2764．81

［ittagamo∫iraNzo］

ように0247．31の回答にも類似の形式が見られるが，上

［ettagamosα：lrene］

記の一連の地域とは離れること，および話者が「行って

4672．19［ittandamo∫iraN］

きたかもしれぬ」に対応すると言っていることから採用

4761．07

しなかった。

［Yttagasα1nne］

次に，「行くだろうか（な）」「行くか（な）」など明ら

5656．64

［ittaka∫inne：］

5662．78

［ittaka∫inne：］

かに疑問の意味が強いとみなされる回答は，調査文から

5679．69

［ettaga∫fnne］

逸脱したものと判断し不採用とした。その際，疑問表現

5741．64［ittakamo∬nne：］

であることの判断は，終助詞のカ（ナ）の類が回答の末

5771．36

尾にあることをおもな手がかりとした（ただし，「〜の

［ettaga∫fnnε：］

578224［ittaYamo∬nne］

で（は）ないか」の類は推量表現の一種と見て採用とし

0247．31［？id3itt∫akam（オa：］〈「行ってきたかもしれ

たことは前述のとおり）。具体的には次の回答が不採用
となった。

ぬ」＞

240図

237図

雨だろう

173928

［amegamo∫iranna］

ク

［amegamO∫iranzO］

5781，23

3794．22［amedagassene］

ク

4672．19［amedamo∫iraN］

652194

ク

554855［amekamo∫ireN］

ク

［alnedaga∫fnnε：］

7275．24［amekamowakaraN］

［ig田begana］
［ikし亘aro：kai］

［ikudzurakana：］
［ikudaradzukana：］
［ikudara：kana：］

6635．21

［jukukana：］

7383．98

［ikudaro：ka：］

ク

8229，96［am句aikamo∫ireN］

［三kultaOo：ka］

8333．50

行くだろう

238図

8350．57［ikkamo］

（？）

［ikudaro：kana：］

8248．18

なお，

237図

［igulgana］

6630，18

［alneraka∫innεgano：］

4742．95［amedakalnoslnnε］

5771．36

［曾guIbe：些ana］

4686．51［iguwandarokano＝］

3791．09［amedagamo∫irene］

4686。51

行くだろう

3747，46

［iddokai］

行くのだろう

8352．61［ikkamonel］

3744．22

［弓gtanodabεga・］

8362，31［ikkamo］

3784．65

［lguldaNbe・ga］

3791．09

［Ygubega］

8352．61［itakamo］

4686．15

［igudarokano：］

8362．31［idakamo］

4712．15

239図

240図

行っただろう

［egulnodabeka］

4742．95［eη煎ndag句a＝］〈eη山ndabeja＝より強い疑問

雨だろう

が加わる。〉

8372．47［ame3akamo］

も語物的には「〜かもしれない」であると思われるが，

すでに「しれない」にあたる部分を落とした形になって

一108一

ク

［eη山no9斑a＝］〈同上＞

5645．43［ikudambe：kanal］

5679，69

［eηunogana］

での回答の場合は採用，終助詞の付かない同形が併用で

5742，71

［曾ηulnoYana］

回答されている場合には不採用とし，採用の場合，見出

5781．23

［igulnogana］

し語形には終助詞部分をハイフンで分割して示すという

6635．21

［jukunokana＝］

方式である。

7383．98［ikudoka］〈＃〉（文意がやっと理解されて
回答されたもの）
8352．61

239図

［ittadoga］

切ることはせずそのまま示した。この点が問題になる回

行っただろう

179994

答は次のとおりである。

［ittagaiganaigana：］

237図

1851．85［ittabeka］（誤答）
1865．54

［ittadaro：ka］

2765，13
2793．04
3744．22

［ettekltaNdagado：daNdaga］
［ettadabegana：］
［￠ttekYtaNdambεga・］

377261［ittambeka］

6528．52

［ittaro：ka］

6635．21

［ittakana：］

7284．24

［itadd3arokai］

7341．77

［itta33anakaroka：］

［egα1goQtε］

3710．70

［了OulattahjoN］

3725．32

［6gt血gotε

3726．68

［曾gu夏gottお：］

［eg山nda切oN］
［eg曲adahloN］

2794．15

［egl血切ON］

3702．83

［egI血ndahlon］

3705．92

［eg山noda切oN］

［Tηu」attaヒjoN］

239図

行っただろう

2771．97

［ettabjoNコ

2784．51

［ettagottee＝］

7403，40

［itandaroka：］

2791．57

［ettahjoN］

8343．28

［itata：rokai］

2794．15

［eUahjON］

3702．83

［ettabjon］

3705．92

［ettan切ON］

240図

雨だろう

3735．77［am￠dagana：］くあやふや＞

5638，67［amedambega：］

3710．70

5645．43［amedambe：kana：］

3721．ll

5677．48［amekana］

372532

5742．71［ameYana］

］

行くのだろう

3710．70

7366．13［イタドーカ］（「行っただろうか」の意）

na

［？it∫urahad3essa：］

2793．04

［イッタンジャローカナー］
［itt句arokana：］

3706．81

2771．97

6477．12［イッタンヤローカナー］

6513．24

［egαlhloN］

238図

［ittaro：ka］

ク

行くだろう

2771．97

1251．27

4686．51［ittarokano：］〈疑問の意が強い。＞
5549．32

なお，終助詞がそれより前の部分の末尾と融合を起こ
し分離が不可能なものについては，あえてハイフンで区

［ittahjoN］
［ゴtta切on］

［ゲtekYtanoNdagotε・］

1251．27

［？id3arahad3essa：］

6573．32［am司aroka］

240図

7383．98［amekana：］

2754．56［ameda切oN］

8343．28［ame3arokai］

277197［ameda切oN］

D．終助詞付き回答

雨だろう

2793．04［amedabjoN］

次に，終助詞付き回答の扱いについて述べる。ここで

2794．15［amedabjoN］

とった方法は，第4集解説書11ページ以下の「終助詞

3702．83［ameda切on］

付き回答の処理」で言えば，回答の採否はA方式，回答

3704．48［amedabjon］

の統合はα方式であり，この地図集のもっとも一般的な

3705．92［anmeda切ON］

方法に従った。すなわち，終助詞の付いた回答は，単用

3721．ll［ameda切on］

一109

240図

3726．68［amedagotta∂：］

雨だろう

7659．31［amedanno：wa］

2151．51［amipatt∫a］

7659．62［amedanno：wa］

このうち237図および239図の1251．27の回答は，240図

まず，237図の3741．06はべ一の類に終助詞が付いたも

で，

のと考えられるが，be＋n∫aと切るべきか，

1232．38［？am均e：had3頓essa＝］

ben（＜be：）

のように回答されたhad3i＋終助詞jessa：の形が結合部

＋∫aと切るべきか迷う。ここでは，同じ地点で［lg山be

で融合を起こしたものと考えられる。240図の2151．51

na］［Yg山beon］も回答され，

の回答も，やはりハズ類の末尾に終助詞が合体した形態

ことを手がかりに，n∫aを終助詞部分と認定した。239

be＋na，

oNと分割できる

に見える。また，237図の2771．97と3710．70の回答は，

図の同じ地点の回答も同様である。また，237図の

例えば，3741．06［了gtUbeon］のようなべ一の末尾に終助

6461．78の回答は3alna：の部分を終助詞として切り離し

詞ON（〈ono＜mono）の付いた形が縮小したものと推

た。一方，237図，238図，240図に回答されている八丈

測される。238図，239図，240図におけるbjoNの形式

島の7659．31，7659．62のno：waは，

waが本来終助詞と見

も同様である。なお，ベーの類に関して言えば，ここに

られるが，すでに全体でひとつの推量形式と認められる

は挙げていないものの，［〜bε：］，［〜bea］といった形

ので，waを切り離すことはしなかった。

もよく回答されており，これらももともとは終助詞の融

E．語源的に「行く」以外の動詞を使用した回答

合形式と考えられる。さらに，237図の3726．68の回答

琉球八重山地方では，

は，同地点で併用で報告された［eg山gotta］にjaなどの

237図

行くだろう

母音性の終助詞が加わり融合したものと思われ，

2076．98

［parunaranu：］

3706．81の回答も同様のものであろう。3725．32の回答は，

2085．16

［parunsa＝］

jana：のような終助詞が付加されたものだろうか。239図

2086．60

［parupazido：］

の3725．32，240図の3726．68の回答も同じように理解す

ることができる。以上の形式は，本来終助詞が融合した

238図

行くのだろう

2076．25

［par1ra］

ものであったとしても，すでに固定化が進んでいると判

2076．98

［paro：aranu］

断し，終助詞部分をあえて分離したり，そのことを記号

2085，16

［parusa：］

に反映させることはしなかった。なお，239図の2784．51

2086．60

［parra：ure］

の回答は，調査者から直接報告されたカードでは

2150．17

［pYrupazf］

［ettagotte

e：］とスペースを入れて分かち書きされてい

239図

行っただろう

るところがら見て，［ettagotte］に終助詞［e：］が付いた

207698

ものとみなしたが，末尾全体が終助詞の融合形式である

2086．60

［parehe：pazido：］

2150．17

［pYzlta：pazY］

可能性も残る。

次に，終助詞の認定について気の付いた点を記してお

［paridaaranu］

のように「行く」にあたる動詞がparUNで回答された地
点がある。ここでのねらいは「行く」という動詞の活用

く。

237図

にあるのではなく，あくまでも推量表現の形式にあるの

行くだろう

3741．06

［fg亡〔lben∫a］

で，動詞部分が異なってもそれほど大きな問題にはなら

6461．78

［iko：3a：na：］

ない。そこで，これらの回答は採用した。一方，

237図

7659．31［ikumo＝wa］

2095．60

7659．62［ikumo：wa］

238図

238図

行くのだろう

2095．60

7659．31［ikumo：wa］

239図

7659．62［ikulno：wa］

239図
3741．06

2095．60

行っただろう

行くだろう
［o：rupatsura：］

行くのだろう
［o：rura：］

行っただろう
［oretara：］

は尊敬語。：rUNによる回答である。この地図集の一般的

［lttaben∫a］

一110

な方式に従い，推量表現の項目でも待遇形式は採用しな

各地図に共通の形態にはなるべく同一ないし類似の記

いという方針をとることにした。したがって，これらの

号が与えられるよう配慮するが，形式のバリエーション

回答は不採用になった。

が豊富なため，難しい場合が多い。

なお，239図では「行く」ではなく，「行って来る」
を使った回答が多く見られたが，これについては「各図

以下，一般的な形式について述べる。

G−3．語形分割の方法

の解説」で述べる。関連して，240図では「雨」ではな

まず，形態上の特徴により語形を分割する。語形の全

く，「雨降り」「雨が降る」といった形での回答があった

体を「前部」「中部」「後部」の3つの部分に分け，「中

が，これについても「各図の解説」に回すことにする。

部」については，さらに「中前部」と「中後部」とに分

F．語形の部分統合

割する。

凡例上の見出しでは，推量表現という点に直接関わら

具体例を挙げる（以下で扱う音形は，音声統合後の見

ない部分について，語形の一部を統合して示す場合があ

出し語形の音形である）。

る。

237図「行くだろう」・238図「行くのだろう」

前部一

すなわち，237図・238図においては動詞語幹に対応
jukudarooの5つの形式は，

ikitadaroo，

ittadaroo，

itekitadaroo，

amYfdarooなら

く（ame，am買）daroo＞のようにまとめる。

ら，それとは別の方法によった。すなわち，第3集では
では推量の意味を担う付属形式に比重：を置いた記号の与
え方を行った。

G−1．終助詞付き回答の記号化
原則として，終助詞の付かない同形と対応する記号に，

■19止賢勝

真下方向に一本線を付けた記号とする。この点，この地
図集の全体方針に従っている。

G−2．二次的な形式の記号化
「〜ので（は）ないか」など二次的な形式（第3集

19

「推量形」の記号化では「語彙的回答」と呼んだ）につ

C

●cja

なし・なし
なし・なし

なし・zu
なし・なし
なし・なし

なし・da

no

・da

なし・na
なし・なし
a

・da

N

・dara

なし・ja

なし・m
なし・なし

239図「行っただろう」

いて最初に述べておく。
二次的な形式は，「前部」「後部」などの分割を行わず，

全体で次のように記号を与える。

前

部

一

中

部

中前部・中後部

【記号の色】

紺に指定する。

itta

なし・da

【記号の形】

原則として線記号とする。

ita

なし・da

itta

no

【記号の向き】

0

なし・da

r

動詞の活用語尾を重視した記号化になっているが，ここ

●勾a

r

をはかった。第3集の推量形項目の方法を取り込みなが

勾a

ga

r

推量表現の4項目については，可能な限り記号の統一

to

r
r

G，記号化の方法

・da

r

分について，例えば，amedaroo，

・da

to

r

見出し語形とする。また，240図においては「雨」の部

N

r
r

ettadarooの5つは，＜（i，iki，it，iteki，et）tadaroo＞のように

・da

r

とする。また，239図においては動詞部分を対象にし，
例えば，itadaroo，

なし・da
no

r

〈（ik，ig，iη，eg，juk）udaroo＞のようにまとめて見出し語形

r

egudaroo，

一後部

適当に与える。

一111一

・da

ee
ee
e ee
・me
．別肱a
0
0O
0
e
000
00
00
00
aa0a
0
0
1D﹄
Ub
t
Z
OS
1h
0QU
り 0
ra
r

iηudaroo，

中部

中前部・中後部

igudaroo，

UU幻UUUOU
．1U
UU
U
U
U
U
U
UU
k
lK
lK
l亜
K
lU
K止
止
止
査止止磁止口止9レ賎UUC

する部分であり，例えば，ikudaroo，

後

r

部

itta

なし・なし

語末から見て形態的に一定のまとまりをなす部分を

roO

iCCU

なし・なし

roO

「後部」とする。例えば，上の例で「後部」として示し

itta

なし・zu

ra

た形態は，同じ地図の中で，また，複数の地図にわたっ

itta

N

・da

bee

て共通に現れることから，これを「後部」と認める。も

itta

N

・dara

ZU

っとも，この認定方法は，特定の形態的条件によらない

ため，恣意的にならざるをえない部分がある。なお，
「後部」は推量の付属形式の一部ないし全体に対応する

？izja

なし・N

sani

？i勾a

なし・ru

pazi

ことが多い。

240図「雨だろう」

前

部

一

中

後

部

③「中部」

部

回答形式から「前部」と「後部」を除いた部分が「中

中前部・中後部

部」である。「中部」は，上記の例で「なし」と示した

ame

なし・da

roO

arne

naN

・da

roO

ように，存在しない場合もある。「中部」が存在する場
合は，それを「中前部」と「中後部」とに分割する。そ

arne

naN

・da

roO

ame

daN

・de

ra

の際，「中後部」は存在しても「中前部」が存在しない
ケースが出てくる。逆に，「中前部」だけがあって「中

ame

なし・da

bee

ame

なし・dara

ZU

後部」のないケースは作らない。つまり，「中後部」を

ami

duja●ee

sani

優先的に認定することにする。具体的には，同じ地図で，

ami

ru

hazi

あるいは，複数の地図で共通して現れる形態であること

．laru

を手掛かりにするが，恣意性な判断を免れない。なお，

分割の原則を解説する。

237図・238図・239図では，「中前部」が「のだろう」

⑦「前部」

237図・238図においては，語頭から数えて2拍目ま

の「の」（準体助詞）にあたり，「中後部」が「だ」（断

でを「前部」とする。この場合の「前部」は「行く（の）

定の助動詞）にあたる場合が多い。240図では，「中後

だろう」の「行く」（動詞）の部分に対応している場合

部」は同じであるが，「中前部」はさまざまなものを含

が多い。ただし，例えば，琉球方言の上記？ikjurooや

む。

？ikuruhaziにおいて，動詞の一部が「中後部」や「後部」

G−4．記号化の実際

へと分割されるなど，そのようになっていない場合もあ

①「前部」の形態→【記号の大きさ】【下に二本線の
付加】

る。

239図においては，原則として語頭から数えて2音節
目までを「前部」とする。ただし，ikita〜，
ttekita〜，

itatekita〜，

i（t）

ettekita〜の形をとるものは，そ

237図・238図・240図では原則として記号に反映さ
せない。したがって，基本的には線の付かない小記号が
与えられるのが普通である。ただし，「中部」「後部」の

の部分までを「前部」とする。「前部」は「行っただろ

記号化によっても区別ができない場合に限って大記号を

う」の「行った」（動詞＋過去の付属形式）の部分に対

用い，それでも区別できない場合，さらに記号の下に二

応している場合が多い。ただし，例えば，琉球方言の上

本線を付加する。終助詞付き回答は，そのことを示すた

記？izjaNsaniや？izjarupaziのように，過去形の一部が

めに下に一本線を付けるので，合わせて下に三本線が付

「中後部」へと分割されるなど，そのようになっていな

くことになる。なお，線の付加は，「後部」の記号の向

い場合もある。

きが決定した上で，それに対して行う。

240図においては，原則として語頭から数えて2拍目
aami〜，

ameko〜の形をとるものは，その部分までを

「前部」とする。「前部」は「雨だろう」の「雨」の部分
に対応する。
②「後部」

一112

237図「行くだろう」

△△A帰A儲

までを「前部」とする。ただし，am買〜，
aNme〜，

例えば，次のとおり。

〈ikubee＞

〈egobee＞
〈（i，e）Nbee＞

〈eNbeejaa＞

239図では，〜taの形をとるもの以外はすべて大記号
とする。さらに区別が必要な場合，まず，記号の下に二
本線を，次いでハの字に開いた二本線を用いる。

②「中前部」の形態→【線の付加（形と位置）】

so
ho

左上
左

toko

左下

dogo

右下

何種類かの形の線を，下を除く，記号の7つの位置に

240図では，「中後部」「後部」の記号化によっても区

付加して区別する。なお，線の付加は，「後部」の記号

別できない語形が残った場合に限り，直線を付加して区

の向きが決定した上で，それに対して行う。

別する。付加する位置は，まず記号の上，次いで記号の

237図・238図・239図では次のように与える。まず，

線の形から示す。仮に，円形記号に付加したものとす

右とする。

③「中後部」の形態→【記号の塗りつぶし方】
一定の形態に対して一定の塗り潰し方が対応するよう

る。

「中前部」なし

線なし

にする。円形記号，三角形記号，四角形記号など，記号

・・系

Q

の形の違いにかかわらず塗りつぶし方を統一する。その

9・系

6

際，形態の類似度に応じて記号の塗りつぶし方を変えて

・系

6

いく。例えば，

t・系

δ

d・■■▲
勾a罪囚

次に，線を付ける位置を示す。

N
no

nON
ne

NmUN
na

oa
Nηa

ga

gaN
kaN

aN
at

のようにする。ただし，実際には「中後部」の形態のバ
ラエティーが記号の塗りつぶし方の限界を越えているた
め，おおまかな与え方にならざるをえない部分がある。

どの形態に対して，どのような塗りつぶし方が与えら
れるか，ここに詳細に示すことはできない。ただし，第

方法と基本的に同じであるので，第3集解説書42〜48
ページの表2（「後後前部」）によって見当をつけてもら
うことができる。

④「後部」の形態→【記号の色】【記号の形】【記号の

向き】
するようにする。

まず，紺を除く5つの色を，次のように与える。
roo類・raa類・doo類・o類・noowa類

zu類
bee類

。・z（促音）上

sani柴頁・hazu類

左右

jat

a

ム

水緑赤榿茶

waN

ロロ

一定の形態に対して一定の記号の色，形，向きが対応

下 上下
左左右右

a系

ja國皿
「中後部」なし

3集の推量形項目の記号化は，この点に関してここでの

下 上下
右右左左左

naN
ga系

上上
下下
上右左右左右左

no系

gotta類・kamo野

上

そもそもすべての形態を5色に合わせるように分けるの

は無理があるが，例えば，水色の類は，〜ooをもつも

te

上

to

上右脚

ba
to系

のを中心にまとめるなど，ある程度形態上の類似性を反
映させた分類にしてある。

なお，第3集の推量形では，記号の色を動詞の活用部

CU
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【記号の形】（＝正方形）が，「後部」が上記の中で

分に与えたので，この点，ここでの処理と大きな違いが

rooないしroであることを，

ある。

【記号の向き】（＝上）が，「後部」が上記の中で

次に，形態の最初の音を重視し，全体の姿も考慮しな

rooであることを，

がらさらにいくつかのグループに分類し，記号の形を与

【記号の塗りつぶし方】（＝べた）が，「後後部」が

える。例えば，次のようにする。

To

正方形記号

rっっ・raa・ra

roo

長方形記号

joO・jo

紡錘形記号

bee・bea・be・bεε・bε

daであることを，
【線の付加（形と位置）】（＝直線・上）が，「中部」

がNであることを，
【下に一本線の付加】が，「終助詞付き回答」である

ニニ等辺三角形記号

ことを，

続いて，それぞれのグループの中を，記号の向きによ
って区別する。その際，形態の2番目以下の音が各グル

それぞれ示していることになる。

ープ問に共通するものについては，同じ向きが与えられ

G−5．凡例における記号の並べ方

るよう配慮する場合がある。例えば，b〜，

Nb〜，

p〜

まず，【記号の色】により大きく分け，次いでそれぞ
れの色の中を【記号の形】によって分ける。さらにそれ

の類で次のようにする。

ぞれの形の中を【記号の向き】によって細分する。以下，

〜ee

真上向き

〜e

右下向き

【記号の塗りつぶし方】【線の付加（形と位置）】【記号の

〜εε

真下向き

大きさ】【下に二本線の付加】の順に優先して配列する。

〜ε

左下向き

なお，終助詞付き回答（【下に一本線の付加】）は，終

なお，これらの記号化の詳細は示すことはできないが，

助詞の付かない同形での採用語形があれば，その見出し

第3集の推量形項目の記号化は，この点に関してここで

の直後に位置させる。終助詞の付かない同形がない場合

の方法と同じである。したがって，「後部」の記号化の

は，その位置を想定して同様の処理を行う。

概要は第3集解説書42から48ページの表2（「後後後
7．2．各階の説明

部」）によって知ることができる。

⑤

まとめ

以上，記号化の規則を述べた。これを，記号のどの要

237図

行くだろう

素が，語形のどの部分を反映するかという観点からまと
〔語形の採用と統合〕

め直すと次のようになる。
【記号の色】

「後部」

推量表現に関しては4つの項目を取り上げたが，その

【記号の形】

「後部」

中でこの地図は最も基本的な形式を見るための地図であ

【記号の向き】

「後部」

る。質問文は次のとおりである。

友達から「あの人は今日役場に行くだろうか」と聞

【記号の塗りつぶし方】

「中後部」

【線の付加（形と位置）】

「中前部」

かれ，迷いながら「たぶん行くだろう」と答えると

【記号の大きさ】

「前部」

き，どのように言いますか。

【下に二本線の付加】

「前部」

【下に一本線の付加】

「終助詞付き回答」

なお，第3集の「推量形」でも112図「書くだろう」，

113図「来るだろう」，114「するだろう」の3項目を取

また，具体例により解説すれば，例えば，237「行く

り上げており，それらと比較することで動詞「行く」の

場合はどうか知ることができる。第3集の「推量形」は

だろう」の

申＜ig・
前部

《165》

N

中前部

d・
中後部

…
後部

一naa＞

動詞の活用語尾にあたる部分が記号の色に反映されてい

終助詞

るが，この地図では「だろう」にあたる付属形式の部分
が記号の色の違いとして見えるようになっている。

においては，

【記号の色】（＝水）が，「後部」がroo類・raa類・

推量表現の4枚の地図に共通する問題は，すでに7．1．

doo類・o類・noowa類のいずれかであることを，

「推量表現の概要と記号化」で述べたので，ここでは個

一114一

別の問題について解説することにしたい。

まず，使用状況から見て採用できなかった回答を記
す。

3704．48

［egasart血bε］

3722．42

［egtαst血be］

4715．98［eηulndegaiηka］〈丁寧＞

6620．15［ikudara］（ゆ）＜聞くが使わない。＞
7219．50

［iku3aro］

〔ゆ〕

4724．56

＜？＞

［eηis中pe］

4735，32［igulndenε・s田ka・］〈丁寧な言い方＞

7462．00［ikuro：］〈若年層が使う。〉

4743．29［eηulndenε＝s甲uka］＜丁寧＞

なお，次の回答は本人もかつて使用したと判断して採

5527．81［イッテヤロー］〈上＞

用した。

734754［テーゲーイクジャローノー］〈古くは言っ
た。〉

5547．42

［ikassafα］

5548．55

［ikarerudaro：］

5569．10［イキナルダロー］

また，次の回答は微妙であるが，本人も全く使わない

5579．12［ikaredzumo］〈敬意を含む。＞

わけではないとみなし地図に載せた。

6511．27［ikina：r田jarona＝］〈上＞

6563．87［ikunotot∫iηauka］（ゆ）〈言う人はいるが，

6512．15

自分はあまり言わない。〉

6515．79［イキヨルヤロー］

参考話者の回答としては次のものがあったが，使用状

6519．09［イカッセルラー］

況から採用しなかった。

6527．95［ikasserudaro＝］〈上＞

6437．94［itendaro：］〔女〕〈女〉

6545．31［ju幼or吋aro］＜下＞

次に，表記の統合について，次の［〜ロウ］は音声上

6549．51

［〜roo］を表記したものとみなし，見出しでは〈〜roo＞

6573．32

5587．74［イクジャロウ］

〃

者について言うときはこれが普通である。）

5598．95［イクダロウ］
6508．60［イクジャロウ］

7229．75［ikasudaro：］（行かれるだろう。）
7308．05［ikia＝ro：te：］〈敬意が入る。＞

次に，終助詞付き回答で，終助詞の付かない同形も一
緒に回答されているために不採用としたものを挙げる。

7339．04

［ikulndewanaikana：］

ク

3740．34

〃

7339．76［ikude∫o：］〈上＞
7341，77
ク

［ikarluno：］

ク

［イキナバッドナー］

8303．70［イキナッドー］

6366．25［イコーデ］

8322．68

［iko：no：］

7503．32

［ika尊u：］

7374．12［イキナハッデシュナー］〈丁寧〉

［ikudaro：de：］

［ikud3aro＝no］

7504．08

［ikinaharug句。：］

［jeg｛血gOQt勾。］

5669．89［eguIdambqo：］

7341，77

［ikinaharu3aro：］

［jegtαgoQtaona：］

［Tgtαbe∫a］

6339．06

［ikahan：otot∫igaukana］

［ikaha尊awakaragiN］

7219．50［ikasu3aro］（イカスは敬語であるが，他

5588．78［イクンジャロウ］

2794．15

［ikaserudara：］

6563．30［ikan埴ro］（イカルはイカハルである。）

に統合した。

1920．05

［ikaNs両aro］

［ik吋aro：na：］

［ikklaid3aro：コ

ク

［ikklaid3arodai］

ク

［ikkladdodai］

次に，意味的に問題になった回答を見ていく。

次に，待遇形式を含むために地図に載せなかった回答
を掲げる。この地図集の一般的な方針に従い，推量表現

この項目では，イクンダロー，イクトジャロー，イク

の項目でも，待遇的な意味の加わった回答は不採用にし

ガヤローのように準体助詞と考えられる形態が入り込ん

ている。

だ回答があった。これらは，「行くのだろう」にあたり，

1747．55

［igundenaidesuka］

当然「行くだろう」とは意味が異なることが予想される。

2771．97

［egasar前切oN］

しかし，その差は微妙であり，地域によってはほとんど

一115一

区別なく使用されている場合もあると思われるので，…

は，ikuとikuraを連続して発音したもので，前者の断定

律に採用とした。ただし，「行くのだろう」については，

的なニュアンスを後者の推量形式で修正したものと思わ

つぎの238図で対象にしているので，その結果との対比

れる。したがって，ここではikuraの部分のみを採用と

が興味深い。なお，
3710，70

［YUしuattabjoN］

した。同地点では第3集の推量形の調査項目で，
［kakura］（112図「書くだろう」），［kurura］（113図「来

は，一見過去形のようにも見えるが，attaの部分が準体

るだろう」），［∫irura］（l14図「するだろう」）といずれ

助詞＋「だ」にあたると考えられるので採用した。これ

も同様の形が得られている。
278451

に対して，
3720．70

［egatta］

は推量を担う部分が見あたらないので不採用とした。

にも繰り返しが見られるが，こちらは「行くか行かない
か」といったような意味を含む回答ではないかと思われ
る。質問からのずれが大きいと見て不採用とした。

次に，
02473！

［egl血gasaeganegas勾ε：］

0717．50

［？ikkja∫u：ro：］

［ittekしuruエnd3anai些a：］

は「行きはするだろう」にあたり，強意の形式と思われ

は「行く」ではなく，「行って来る」になっているので

る。同地点では［？ikjuro：ja：］という調査文に合致した

採用しなかった。239図「行っただろう」では「行って

形式も回答されており，そちらのみ採用とした。

来た」にあたる形式が多く回答されており，それらも採

1213．88

［？ikiga∫u＝ra：］

用したが，この項目では上記の回答のみであった。

は単用であるが，上と同じ種類と見て採用しなかった。

6374．58

［iko：3a：na：ka］

9313．46［ikajo］〈必ず行く〉

6441．61

［iko：3a：naika］

は例えば「行くわよ」のような形式にあたる回答とみな
し，不採用にした。
4638．Ol［do：∫itemoigusa：］（断定）

ク

ク

はiko：の部分に疑問があるが，

ikuに準体助詞の類が融

合した「行くのじゃないか」にあたる形式であると考え
採用した。
4740．93

［iguhadzudansε］（確信）

ク

［iganεbanεndagana：］（義務）（推量表現は

［Tηulnohonnega］
［宣〕Ulnohonnebega］

iguandaro＝のような形が考えられるが，話者は質

はhonの部分が不明であるが，「行くのではない（だろ

問の意を取り違え，ずれた回答が出た。）

う）か」に対応する形式とみなし，採用した。

は3つとも不採用とした。調査者の注記にあるように，

また，3762．42の地点では，調査者の注記として，

いずれも調査文の「行くだろう」とは異なる意味を表す

「tab山n

Yg山dogorodene（be）ga話者は何日か先のことで

形式と思われる。二番目の回答にあるハズは，琉球方言

もこういうと説明した。」という指摘があった。238図

では推量形式として定着しているので採用しているが，

「行くのだろう」で解説したように，東北北部では準体

調査者の注記に「確信」とあるように，この地点では共

助詞の「の」に対応する形式としてdogoが存在し，同

通語の「はず」と同等の意味で使用されていると考えら

地点でも回答されている。したがって，上記の形式も

れる。

「行くのでないか」にあたる可能性が考えられ，それな

8394．21
〃

［ikuhazud3a］

らば採用してもよかった。しかし，こちらはdogoroで

［ikuhazuja］

あり形式がやや異なる。また，調査者があえて注記のレ

も「行くはずだ」に対応する回答とみなして採用しなか

ベルに留めているのは，このdogoroに共通語と同じア

った。また，

スペクト的な意味の疑いがあると判断したからだと思わ

5660．50［イケルヤロー］

は可能の形式と判断し不採用とした。
655476

［itekしuredd3aro：］

は「行ってくれるだろう」にあたる回答とみなし，やは

れる。そこで，この回答は地図には載せなかった。
〔語形の記号化〕

これについては，7．1．「推量表現の概要と記号化」の
G．「記号化の方法」にまとめて記した。

り不採用とした。
6604．01

［ikuikura］

238図
116一

行くのだろう

6477．12［イクンヤローナ］

〔語形の採用と統合〕

ク

237図「行くだろう」に対して，「のだ」文の場合は
どうかを見ようとした項目である。質問文は次のとおり
である。

［イクンジャローナ］〈古い言い方。老人層〉

このうち，3752．79と379L41の回答は，それぞれoN
とonnoの部分を終助詞として切り離して考えた。一方，

これらがbeと融合したbjONなどの形は，全体で見出し

道を歩いている人を見て，友達から「あの人はどこ

に立てたことは7ユ．「推量表現の概要と記号化」のD．

へ行くのだろうか」と聞かれ，「役場に行くのだろ

「終助詞付き回答」の箇所で述べた。なお，次の回答は，

う」と答えるとき，「行くのだろう」のところはど

末尾のオーの部分の表記を長音とみなし，〈ikUN勾aroo＞

のように言いますか。《167》

に統合した。

全般に237図よりこちらの地図の方に準体助詞の加わ
った形式が多く回答されている。

5565．12［イクンジャロオー］

次に，待遇形式を含むために地図に載せなかった回答

推量表現の4枚の地図に共通する問題は，すでに7ユ．
「推量表現の概要と記号化」で述べたので，ここでは個
別の問題について解説することにしたい。

を掲げる。
0779．88

［ikulndenaide∫o：ka］

3722．42［eg山聯〜be］〈s曲を付けると丁寧＞

まず，使用状況から見て採用できなかった回答を挙げ
る。

3750．64

［Ygunodenεs前ka］

471598［eηulndegaiηka］（丁寧）

1835．20［ikulndenaika］〈こう言う人もいる。＞

5548．55

［ikareruηadaro＝］

4689．ll［jukudabemoコ〈使う人もいる。＞

5569．10［イカッサルンジャネエカナ］

6485．21［イクンヤロー］〈時に聞くことがある。〉

6358．43［ikerundaro：］＜敬体。話題の人が目上の場

ク

［イクンジャロー］〈同上＞

6620．15［ikundara］（話者は最初，

合＞

ikuzuraと同じく

らいに使うと答え，あとで，聞くことはあるが使
わない，と訂正した。）

6461．78

［it：edafo：コ

6471．65

6621．07［ikundara］〔ゆ〕〈女〉

［it：en3aro麺。］

6506．49［イカッセルヤロー］（目上の人）

参考話者の回答としては，次のものを採用した。
6629．13

6441．61［it：endaro：］〈丁寧。多＞

6510．74［ittend3aro：］〈上＞

［igudappe］

6515．79［イキヨルヤロナー］

次に，表記の統合について，次の［〜ロウ］は音声上

6519．09［イカッセルラー］（ゆ）〈上＞

［〜roo］を表記したものとみなし，見出しでは〈〜roo＞

6521．20

に統合した。

652720

［itteNjaro：］

5587．74［イクンジャロウ］

6527．95

5588．78［イクンジャロウ］

ク

5595．89［イクンニャロウ］

6532．51

［ikja：sud15aro：］

また，次の回答はkのあとの母音を補い，〈ikuηa勾aro
o＞として処理した。
5547．42

〈上〉

［ikasserudaro：］〈上＞
［ikahannqj

aro：］

6544．72［iklΦ切aro：］〈下＞
6545．31

［ikOad3aro：］

［ikja：sudaro：］

［ikkjorunotot∫iηauka］

6549．51［ikaserudara：］〈やや上品＞

次に，終助詞付き回答で，終助詞の付かない同形も一
緒に回答されているために不採用としたものを挙げる。

6563，87

［ikahan：otot∫iηauka］

6573．32

［ikahan：ojaro］

（ゆ）

3752．79

［egulnodabeoN］

3791．41

［igubeonno］

7219．50［ikasuto3aro］〈他人のことはこう言う。＞

4724．56

［eり亡Undabene］

7229．75［ikasutodaro：］（「行かれるだろう」にあた

4773．26

［サguNdabena：］

6720．23

［igundappena：］

〃

る。）

［ikahan：otot∫igaukaコ

o

7308．05［i幻a：ro：te：］（上）

一117

7341．77

［i玉（麺orasuto3aro：］

6607．36

〈一L＞

7370．96［ikasuto3aro：］＜ikuto3aro：よりわずかに丁

［ikulndatqj

o］

は伝聞の形式と考えられる。
4658．42［jakubadenε＝ka］（行く先の場所で言う。）

寧＞
7373．99

5659．12

［ikUorasutodaro：コ

はいずれも「行く」を使った表現になっていない。

7374．12［イキヨンナハットダロナ］
7392．76

1233．52

［ikasutodaro：］

ク

［densani］

は，240図「雨だろう」の同地点の回答が［？amidensani］

［ikasutobai］

7659．31［od3ar

［jag田ba3anainogana］

であり，先行研究などから見ても，densaniで「であろ

arulno：wa］

8303．76［イキナットジャイガ］

う」の形式と考えられる。おそらく，「役場」などの名

8352．08

［ikkjattod3anedokai］

詞が前接していた回答の後半だけが報告されたものと思

［ikklattod3aro］

われる。同じく，

ク

1169．62

［jaruha3iro：］

このうち，6441．61，6461．78，6471．65，6510．74，

1261．22

［jae：sani］

6521．20は近畿から中国地方にかけて見られるいわゆる

2151．51

8363．82

［ikkjaddodai］

〔ゆ〕

［jazlzaaran］

「テ（ヤ）敬語」の類と判断した。6441．61および

も同様の可能性があると判断し，地図には載せなかった。

6510．74で敬意に関わる注記が加えられていることも参

240図の1169．62の回答は［？amir両aruha3iro：］であり，

考になる。

参考になる。

一方，次の九州方言の〜ヨル形はマイナス

0776．88［ta∫ikaikulhaz田］（「行くのだろう」に該当

の待遇価を表すものではなく，進行態を表すものとみな

する形は得られなかった。）

して採用した。調査文に，「道を歩いている人を見て」
という状況設定がなされていることから，それに合致し

は，琉球方言では「はず」にあたる形式が推量の意味を

た回答がなされたものと考えられるので，不採用にする

担うに至っているものの，北海道ではそのような報告を

ことはしなかった。

聞かない。調査者の解説も尊重して不採用とした。

7323，74

3735．77

［jukijorud3aro：］

7340．42［ikiwo：to3aro：］〈かなりの確信がある場合〉

ク

［ikiwo：to3anakairo＝］〈疑いの気持ちが強い

は「行かないかな」にあたる形とみなして採用しなかっ
た。ただし，弓ga〜の部分が，

ある。同様の問題がある回答に，

7347．54［イキヨンノジャロー］〈多＞

4638．01［igawansaコ

がある。これもiguのあとに準体助詞が加わったものと

7363．12［イキヨットジャロー］

〃

思われるが，末尾が推量形式になっていないので採用で

［ik麺ondaro：］

きなかった。一方，

［ikkjondaro＝］

なお，これらの回答は凡例の見出しにおいては，例えば，

371070

＜（ik⑳N，ikkjoN）daroo＞のように，イキヨルに該当する

3721，ll

部分までを統合した。

3741．06

次に，意味的に問・題があり，採用できなかった回答を

［iηuIattabjoN］
［igattabe］
［lgt〔ljattabe］

はそのような準体助詞が入った「行くのだ」にあたる形
に推：量のべ一類が付いた形式とみなして採用した。

見ていく。
6587．35

［itε嚇aro＝］

931L67

［ittajaro：］

次の回答はいずれも「とこ」にあたる形を含むもので
ある。
3725．32

9313．46［ikutod3attamone：］

は過去の形式が回答されたとみなされる。
1231．72

egu＋a（準体助詞相当）

が融合したものである可能性も残るので，注意が必要で

場合＞
7341．77［iklotto3aro：］〈同僚について言う。＞

7416．34

［曾ganae：gana：］

［？it∫ak勾a］

（？）

は過去＋疑問形と考えられる。また，
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［曾9亡意dogodabe・］

3726，68

［弓gtαdogobabea］

3745．98

［曾guldogodabe・］

3761．75

［fgt血dogodenega］

3762．42

［TgUdogodenebega］

3773．12

［igしudogodabe］

る。質問文は次のとおりである。

友達から「あの人はきのう役場に行っただろうか」

5681．22［ikutokodazo］（この質問の回答としては適

と聞かれ，「行っただろう」と答えるとき，どのよ

当でない。）

うに言いますか。《168》

これらは，「道を歩いている人を見て」という場面状況
に引かれ，「〜するところ」にあたるアスペクト的な意

イッツロ，イッツラーなど過去の推量に独特の形式が
現れている点などが注目される。

味合いを含んだ回答がなされた疑いがある。しかし，

推量表現の4枚の地図に共通する問題は，すでに7．1．

5681．22を除く東北北部の地域は，第1集17図「行くの

「推量表現の概要と記号化」で述べたのでそちらも参照

では（ないか）」でもdogoが回答されており，この形態

してほしい。

が準体助詞の「の」に対応する可能性が高い。したがっ

て，東北地方のこれらの回答は採用とした。一方，

まず，使用状況から見て採用できなかった回答を記
す。

5681．22の回答は地域的に孤立しており，調査者の注記

6384．87［ittsuro：］（ゆ）〈古い頃のことば。自分は使

からみても不適当な回答と判断されるので，不採用とし

わない。＞
6539．22［ittsura］（ゆ）〈稀に言う人がある。＞

た。また，
8322．68

7305．22［ittsuroldai］（ゆ）〈古，聞いたことはあるが

［ikkatad3aro：］

のkataも単純に「の」に対応する形ではないと考え地図

使わない。＞

化しなかったが，第1集18図「行くのに（便利だ）」で

7462．00［itaro：］〈若年層〉

鹿児島県に集中して見られるkateとの関連に注意が必要

このうち6384．87，6539．22，7305．22の回答は調査地点

である。

のものかどうか明らかでないと考えた。7462．00は使用
者の世代が指定と異なる。一方，

次に，
4730．59

［ゴη山nahonnega］

4740．93

［iUulnahonnega］

6387．62［ittaro：deno：］〈イッツローは老年層が言っ

ていた。今でも奥地の老人は使っている。〉

はhonの部分が不明であるが，「行くのではないか」に

のイッツローはこの地点の回答であり，話者自身の使用

対応する形式とみなし，採用した。また，

は不明であるもののさらに年配者が使っていたことが確

6697．59

かであると判断し，補助符合付きで地図に載せた。

［ikしud3ane：noka∫ira］

参考話者については，

は文語的な感じがするものの，やはり採用としてある。

6629．13

また，

2086．60

［ittadappe：コ

は採用したが，

［parra：ure］

7373．99

も地図に載せたが，これは「行くだろう，それは」にあ

［ika∫itaro：］

たる形式であり，末尾の［ure］は間投詞的なものでは

は条件に合わない同席者であり，かつ，尊敬形式になっ

ないかと考えられる。そこで，この部分は削除した上で

ているので不採用とした。また，

採用した。ただし，終助詞的な機能を果たしている可能

6594．20［it：suro：］〈古老〉

性も残り，それだと処理は異なってくる。

をその地点の上の世代が使うとみなし，参考話者扱いで

〔語形の記号化〕

採用した。

表記の統合について，次の［〜ロウ］は音声上［〜

これについては，7．1，「推量表現の概要と記号化」の

roo］を表記したものとみなし，見出しでは〈〜roo＞に

G．「記号化の方法」にまとめて記した。

統合した。

239図

5587．74［イッタジャロウ］

行っただろう

5588．78［イッタジャロウ］

〔語形の採用と統合〕

5595．89［イクンニャロゥ］

また，次の回答は末尾に終助詞が加わっている可能性

237図「行くだろう」に対して，過去のことがらにつ
いての推量を表す場合はどうかを見ようとした項目であ

もあるが，単純にオの長音とみなし，＜ittaNzjaroo＞に

一119一

〃

統合した。

5565．12［イッタンジャロオー］

［ikaN∫it勾aro］

6515．79［イキヨッタヤロナー］

緒に回答されているために不採用としたものを挙げる。
3740．34

［Yttabejon］

6527，20

3772．61

［ittarnbesε］

6527．95

［ittambeJo］

6357．64［itta3aro：de：］〈ほぼ確かなとき〉

6532．51

［ikahattε聖jaro：］

6545．31

［ikkj

6563．87［ikahat勾aro：］〈上＞

beとの融合が起こった形と

してbjONがあるが，そちらは7．1．「推量表現の概要と記

号化」のD．「終助詞付き回答」で述べたとおり，その

6573．32

まま採用してある。また，6357．64の回答は，de：の付か

ク

ない形式と併用であった。終助詞の処理を行ったが，注

6573．79

［itt句afo：］

［ikahat：ende］

［ite嫡ahat：勾aro］（テクル形式＋ハル敬語）
［itekiteNjaro］

7219．50［ika∫ltatt∫aro］〈敬語だが他人のことはこう

記から見て終助詞の有無が推量の確からしさの違いに関

言うのが普通である。＞

わるようなので注意が必要である。また，

7229．75［ika∫ltadaroma：］（「行かれただろうなあ」）

3710．70［Tttabe∫a］〈確信がある言い方〉

7269．48

［Yttabena：］〈疑いを含む言い方〉

［ikaita3aro：］

7308．05［i幻attaro：］〈上〉

は，それぞれ終助詞部分が∫a，na：と認められ，凡例で

ク

はともにくittabe一終助詞〉の見出しに統合されてしまう

が，終助詞部分の違いで推量の質が異なるという話者の

7339．04

内省に気を付けたい。

737096

［i幻a：gattaro：］〈下＞
［ikinahats：uro：］

［ika∫ita3aro：］

737412［イキナバッタローナ］

終助詞に関連して次の回答にも触れておきたい。
ク

7392．76

［itadd3arona：］

8303．70［イキナッタジャロー］
8352．08

の形式は前者の形式をもとに末尾に融合が起こったもの
と考えられる。したがって，凡例での見出しの位置は，

［ikklattatod3aro］

ところで，この項目では，動詞部分が「行く」ではな
く「行って来る」を用いた回答が多く見られた。指定の

〈itazzjaro−naa＞の直後に〈itaz勾aNna＞を置いた。

次に，待遇形式を含むために地図に載せなかった回答

調査文からは外れるが，過去の推量を表す形式について
は確認できること，この類を不採用にすると無回答の地

を掲げる。
3787．45［サttade∫o：］（上）

471598［egisΨtabe］（丁寧）

点が増えることなどから，「行って来る」による回答も
採用した。念のため，その地点を次に掲げる。

5539．15

［ikareta【｝ad3anaika］

0717．50

5547．42

［ikasattafo＝］

1835．20

［ikaretaro＝］

1868．21

5569．10［イカサッタロゥ］
5579．12［ika∬attaro：na：］＜敬意を含む。＞
5681．22

［ika∫itagena］

7659．31［od3aranno：w砺。：］

［itadd3anna］

これらの回答はna（：）の部分が終助詞であるが，後者

5548．55

ottε導aro］

［ika∫itadara：］

6564．23

7275．24

［ika∫itaro：］

6549．51

このうち，3740．34の回答はjonの部分を終助詞と認定し

〃

［ikja：∫itad3aro：］

6531．61［itat殉aro：］〈丁寧＞

3781．21［Yttanadaromono］

beから切り離して考えた。

［itt∫atta3aro響］

6512．15

次に，終助詞付き回答で，終助詞の付かない同形も一

5669．19

［イテッタンチャウケ］＜強め＞

6510，74

［ittade∫o：］

［ittekitand3anaika］

［ittekitanodewanaika］
［ittekitandene：begana：］

1942．62

［ittekitandenaika・］

2608．90

［ittekitabena＝］

2785．15

［ettekltabεnε］

6459．96［イテンヤロ］

2790．38

［ettekltaNdabe］

6488．48［イテッタンダー］〈普通〉

3725．32

［￠tekitanoNdagotε・］
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3725．49

［ittekgitagotta］

3734．14

［壁ttekgltambena：］

3747．46

［ettekitandabe：］

3780．65

［ettekitand記rO］

4628．23

［fttekg事andafo：］

7320．95

［ittoroja］

［1ttekgΣtafoja］

7321．67

［ittor両aro：］

〃
4675．45

6471．65

6490．31［itt∫oruma：kai］

7311．28［イットローヤ］
7312．88

［ittekitaro：］
［ittekitaK〕勾aro：］

5558．21

［ittekitεUaro＝］

7336．71［it∫oruwae］
ク

6508．60［イッテキタヤロナー］
［ittekitsur勾。］

なお，

［itekitandaro］

2086．60

［itekitadaro：］

7405．10

なる意味である可能性が残るが，ここでは採用しておい

［itekitad3aro：］

た。

3761．75

8300．81［itatekitattyaromoN］

ク

［τttadogodenega］

は一見「行ったところでないか」にあたる形式に見える。

［itatekitattyarona：］

0247．31［？id3itt∫aroj

［parehe：pazido＝］

のparehe：の部分は完了のアスペクトを表し，過去と異

［itekitan3anaikana］

ク

［it∫oru3aro：］

7347．54［イットローモ］

（？）

7416．34

7503．32

［it∫oro：］

7336．38［イッチョルジャロー］

5638，67［ittekitambe：］

ク

［itt∫or両aro：］

7332．69

5527．89

6624．54

［it：∫at：an3afo：］

しかし，238図の項目で解説したようにこの地域のdogo

a：］〈「行ってきたろう」〉

［？id3itt∫akamoja：］〈「行ってきたかもしれ

は準体助詞の「の」相当とみなされるので，この回答は
採用とした。ただし，238図では複数の地点に出現して

ぬ」〉

このうち，8300．81の回答は，語源的には「至りて来る」

いるが，ここでは同地点のみであることに注意が必要で

にあたる形をもとにしていると考えられる。

ある。次に，
4638．01［ittahadzudaadagana：］（確信）

次に，意味的な面で問題になった回答を見ていく。
まず，次の回答は，「行っているだろう」「行ってしま

は「行ったはずなんだがなあ」と解釈される。琉球方言

っただろう」など，テンスやアスペクトの面で調査文と

では「はず」にあたる形式が推量の意味を担うことが知

は異なった意味が加わったものと判断し，不採用とし

られているが，この地点ではそのような報告はない。し

た。

たがって，この回答は不採用とした。
0779．88
3731．38
6277．12

6564．23［ittendo］〈確信のあるとき〉

［itterしuhazulda］

は「行ったのだぞ」にあたり，

［Yttε噸attahlon］

1261．16

［itt∫oro：］

は「行ってくるか」にあたるので，いずれも不採用であ

6374．58［itt∫oro：d句a］〔確信的な推量〕
6384．87

［itqlattaro：］

る。

2076．25

6385．98［i呵orude：］（「行っているだろう」）

6393．86［itt∫oro＝dad（直訳すれば「行っておろう」

であるが，「行っただろう」相当としてイッチョ

ははっきりしないが，推量形式になっていないとみなし，

9249．94

［itt∫orud3aro：］

6411．31［lk両。：wana］
6412．22

［itt∫o：z1］

（？）

［iklurenda］

やはり採用しなかった。一方，

ローを使う。）
6397ユ1

［？nd：5it∫u：ni］

［irao：re］

は一見不可解に見えるが，idaro：（「行っ・たろう」）が音

声的に変化したものに終助詞のreが付いた形と考えら
れるので採用した。

6422．93［i均。：wa］

6469．77［イットンゼ］

一121一

4740，93

［Yttahonnega］

4741．43

［ittanoΦαlnnega］

はhonやΦ山nの部分が不明であるが，「行ったのではな

緒に回答されているために不採用としたのは以下のもの

いか」に対応する形式とみなし，採用した。

である。

8354．28
ク

3740，34［amedabeon］

［itadonneka］

3770．33

［itaronneka］

［arnedene：derogana］

も「行ったのではないか」にあたる形式と考え地図に載

3777．19［amedabe：na：］

せたが，「行っただろうか」など別の形式である可能性

4643，56［amedaro：no：］

も残る。

4712．15［amedaben勾a］

〔語形の記号化〕

4724．56［amedabene］
5597．68［アメヤロウナ］

これについては，7．1．「推量表現の概要と記号化」の

6643．17［amezur勾。］

G「記号化の方法」にまとめて記した。

8372．47［ame3akamone：］

240図

なお，終助詞に関して言えば，

雨だろう

3761，75［amedabea：］

は終助詞が末尾に加わった形と考えられるが，全体に融

〔語形の採用と統合〕

合を起こしている可能性が高いので，見出しにはそのま

237図「行くだろう」に対して，名詞述語文の場合は
どうかを見ようとした項目である。質問文は次のとおり

ま〈〜beaa＞として掲げた。また，〈〜bεε〉〈〜bea＞

である。

などの処理に合わせ，特に終助詞の付かない形を想定し
た記号化は行わなかった。一方，

「あしたはたぶん雨だろう」と言うとき，「たぶん雨

7320．95［amenogotanna：］

だろう」のところをどのように言いますか。
（「雨が降るだろう」の形は採らない。）《170》

は，

7383．98［amenogotaruna＝］

推量表現の4枚の地図に共通する問題は，すでに7．1．

「推量表現の概要と記号化」で述べたので参照してほし

が原形であることが容易に想定できるので，その見出し

い。

＜amenogotaNnaa＞を〈amenogotaru−naa，noo＞のすぐ次
に置き，記号にもこの点を反映させた。

まず，使用状況から問題になる回答を記す。

次に，待遇形式を含むために地図に載せなかった回答

7408．46［amejaro＝］（ゆ）〈むこて（千手）からもん
てきた人に限る。〉

を掲げる。

は，他地域出身者の使用形式とみられるので不採用とし

4609．53［amedandegan∫onogae］〈上＞

た。

4715．98［amedegaiηka］（丁寧）
7339．76［amede∫o：］＜上，おもに若い女性が使う。＞

3705．92［anmedabjoN］〈小さい子へ言うときに使

8342．32［amegoa2so：］（上）

う。〉

は採用したが，幼児語的なニュアンスを伴うものかもし

ところで，この項目の調査文は「あしたはたぶん雨だ
ろう」であり，「たぶん」の部分についても回答を求め

れない。

ている。「たぶん」にあたる副詞の種類，および推量形

参考話者の回答として，次のものを採用した。
6629，13［amedappe］

式との対応関係に注目したものだが，ここでは「雨だろ

う」の部分についてのみ地図化の対象とした。なお，

表記の統合について，次の［〜ロウコは音声上［〜
roo］を表記したものとみなし，見出しでは〈〜roo＞に

「たぶん」の部分には，オーカタ，オソラク，キット，

統合した。

タイガイ，ダイタイ，タイテー，タシカ，タブン，ドー

5587．74［アメジャロウ］

セ，ドシテン，ドデン，ナンデン，マテガイノー，ヤハ

5588．78［アメジャロウ］

リなどといった語形が回答されている。共通語的に考え

5597．68［アメヤロゥ］

た場合，調査文に用いた「たぶん」とはやや意味がずれ

6516．13［アメジャロウ］

るものも含まれているが，方言的に「たぶん」の意で使
用されている可能性があり，この点をもってその地点の

次に，終助詞付き回答で，終助詞の付かない同形も一
122

回答を不採用にすることはしなかった。中には，「たぶ

4701．13［ameninanbe・］

ん」にあたる副詞は使用しないとする地点もあった。

4714．60［amenatto］（「雨になるぞ」にあたる。）

「たぶん」の部分について，詳しくは，「資料一覧」を参

4715．52［ΦUlppe］（「降るだろう」にあたる。）

照のこと。

4761．07［ameh山kkas田nne］

調査文との対応という観点から回答を見た場合，次の

〃

ような問題があった。

［ameh曲kkamosuInne］

5668．51［hurudambe：］

まず，「雨」の部分はアメの変種の他，「雨降り」にあ

0

5740．88［ameηaΦukka∫inne：］

たるアメフリ，アメップリなどの語形で回答が報告され

6409，00［アメガフルダローデ］

た地点がある。それらも特に「だろう」の部分に影響を

6440．35［amennarude：］

与えるものではないと思われるが，場合によっては，主

6509．07［アメガフルカナー］

格助詞が無表示で「降り」の部分が動詞として機能して

6510．74

いる回答もないとは言いきれない。したがって，慎重を

652194

期して「雨降り」にあたる語形は一律に不採用とした。

7332．69

［Φulru13aro］
［ΦurUj

arona：コ

［amenoΦuro：gotaru］

以下にそれらの回答を示す。

7347．54［アメニナル］

472L45［am曾Φ田ridab壁］

7405．10［ameηaΦuro：］

5659，12［amepp田ridambe：］

7411．51

［Φurud3aro：］

6510．74［ameΦulrid3aro］

8325．95［amegaΦuddo］

6526．55［アメフリジャロ］

1271．05［？amipuiηpariro：］（「雨降るだろう」の意）

次に，「雨が降るだろう」「雨になるだろう」などの動

2072．20［amiduΦ呵aaranuk勾aコ

詞文による回答があった。ただし，この項目は名詞文の

2074．69［amiΦu＝haz両。：］

推量表現をねらったものであり，調査の際に，「「雨が降

2086．60［aminuduΦu：raure］

最後に意味的な問題のある回答について述べる。ま

るだろう」の形は採らない」と指示してあった。したが
って，これらの回答は不採用とした。以下の回答がそれ

ず，

1241．49［？amiganairawaka：raη］

であるが，北海道から東北地方にかけての地域に目立っ
ている点には注意が必要である。
0717．50［ameηaΦ田r田nd3anaika］

は「雨になるかわからない」といった意味ではないかと
思われるので，不採用とした。

0724．95［ameΦurundenaika］

2150．17［amidugaramaissa：in］

0779．88［ameninarura∫i：］

も疑問のある回答であり，「雨だろう」に単純には対応

0840．33［ameΦしurしube］

しないとみて地図に載せなかった。

一方，次の回答はhonの部分が不明であるが，これら

1835．20［amegaΦuIrulnodewanaika］
1868．21［ameninarumdene：bekana：］

の地点の回答に一貫して現れる形式である。おそらく

2793．04［ameΦ｛血rl血adenena］

「雨ではないか」に対応する形式ではないかと考えられ

3702，37［ameΦ山r山denena］

るので採用した。
4740．93［amedahonnegae・］

3725，32［am弓Φ山r前gota・］
3725．49

ク

［Φ山mbe＝na：］

〔語形の記号化〕

これについては，7ユ．「推量表現の概要と記号化」の

［amenlnambe：na：］

3734．14［ameaΦ山n血jontana：］

G．「記号化の方法」にまとめて記した。

3783．11［ameaΦulrulgamosYrenε］
〃

［ameΦ田r田be：］

3785．94［ameΦ田r田gotteammεga］
3786．03［am臼Φ田rしudaNbe・］

4684．87［amennamandenε：ka］

一123一

う質問文でたずねた。

以下，語形の採否について述べる。

8．様態表現

まず，使用状況が『方言文法全国地図』全体の語形の
採用規則に合わないために不採用としたのは，下記の回

8．1．様態表現の概要と記号化

答である。
6383．28［ΦuroJo：na］〈ときたま言う。？＞

様態表現では，話し手がある事柄について十分にその

643L51［Φulriso：geda］〈他人が使うこともある。〉

可能性がある状態だととらえた場合に用いられる表現を

次に，意味的・文法的な点に問題があるために不採用

扱う。該当する項目は下記のとおりである。

241図

降りそうだ・…話し手がその場の状況を「降

この項目では，「雨が降る」ということについての様

る」直前の事態だととらえていることを表現する場合。

242図

としたのは，下記のような回答である。

良さそうだ一一実際に確かめたわけではない

態を表現する言い方をねらいとしているため，「降る」

が，外見から判断すると十分に「良い」状態が認められ

に相当する語を用いていないと判断される回答は，不採

ることを表現する場合。

用としている。

共通語の「動詞連用形＋そうだ」，「形容詞・形容動詞
語幹＋そうだ」（形容詞「よい」・「ない」では「よさそ

次のものは，「降る」にあたる動詞部分がなく，項目
のねらいから外れるために，不採用とした。
4637．20［ameradzai］

うだ」・「なさそうだ」）にあたる表現である。

5782．24［ameYanakorewa］

採用語形を決めるにあたっては，上記の特徴を満たす
ことを原則としている。採用語形・不採用語形の詳細に

6583．30［amejana：］

ついては，各図の説明を参照のこと。

7407．66［molame3ano：］

8313．72［amed3addo］

回答された表現形式のバリエーションに関しては，次

8354．28［ame3ado］

のような点が注目される。

分布の概観を見ると，日本の中央部でソーダ類が多数

また，動詞部分があっても，それが「降る」に相当し

使われ，断定がやの地域ではソーヤ，ジャの地域ではソ

ない動詞であると判断されるものは，やはり項目のねら

ージャの形をとっていることがわかる。ソーナの形も西

いから外れるために，不採用とした。

日本に見られる。ヨーダ類は東日本に比較的多い。九州

「チガウ（違う）」

6488．48［アメチャウケ］

にはゴトアル類が強い勢力を持っている。琉球にはギサ

「アル」

ン類が見られる。

6475．60［アリソーナ］

記号化については，次の点が共通している。

語形を「前部」と「後部」に分割する。その際，「前

「ナル」

部」に動詞・形容詞部分，「後部」に様態を表す助動詞

0799．88［mo：s田OuIameninarしukamo∫irenai］

部分が相当するようにした。記号の与え方においては，

4697．92［アメンナリソーダ］

後部と記号の色・形，前部と記号の向きを対応させた。

6488．48［アメニナリソージャナー］

具体的な方法は，各署の説明を参照してほしい。

7349．91［amen：anlnotot∫igauka］
「ボロツク」

8．2．二丁の説明

4643．56

［borotsukiso：da］

「クル（来る）」

241図

降りそうだ

1799．94

2734．06

〔語形の採用と統合〕

［kuruzo：］

［amekurudo：］

2608．90［amekurudo］

動詞の様態表現を表す形式を見るための項目である。
調査においては，「雨が今にも降りそうだと言うとき，
「降りそうだ」のところをどのように言いますか。」とい

一124一

2608．90［amekurundene：gana：］
3736．03

［kiso・da］

4741．43［gltoamek山f血mldaεda］

［kiso：da］

6656．31

［kiso：dana：］

7339．76

［amegakiso：naze＝］

8354．28

［amegakuddo］

［ΦuttekUlgottae：］

［Φ中ttek山r【hgamo∬ene］

［Φuttekurubeon］
［ΦUIttek田rUlzo］

「ヤッテクル （やって来る）」

［Φ中ttek曲r山dogodenega］

0717．50 ［imahas功田amqattek田r田ndene＝ga：］

［Φαlttekαlndenε：ga］

5659．12 ［lattekmrulzo：］

［ameΦ中ttek山r山deneg勾a］

5698．95 ［jatteklso＝da］
なお，

「降る」

「ブリダス

［Φuttekuru］

に相当する動詞が用いられていても，

（降り出す）」・「フッテクル

のように，

始動・

（降って来る）」

変化などのアスペクト形式が含まれる

観点が異なるため不採用としている

回答は，

様態を表す形式に注目した場
考になるため，

。ただし，

．合，分布を見るうえでの参

簡単に分類して示すことにする（様態を

表す形式が付かないものは特1

こ分類していない）。

［Φu」ttekしurugandene：ga］
［Φuttekkusso］

［Φulttek田rulndene：kaぽiraN］
［Φuttekurudzo＝］

［Φuttekuruka∫irandzo］

［フッテクッツォ］

［Φuridasudo：］

8354．28

［ΦuゴtekUlnbe・］

EΦulttekulrulnnεga］

「ブリダス（降り出す）」
7345．53
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6
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6601．37

［Φ1血ttekΦ中ttogoda］

［Φuddasudone］

［ΦUItek田mbe：］

ソーダ類
839421

［Φulttekumdenaeka］

［Φuida∫iso＝d3ana：］

ク

［ΦUlttekUlfUma：］

［Φuida∫isojana：］

［Φuttekulrしundenε：ga］

フーダ類
8312．95
8341．43

8352．61

［ΦulttekuIrugandene：ga］

［ΦuidasosonaΦud3a］

［ΦulttekulfulりadenaiUake］

［ΦuidasosonaΦu］

［ΦUlttekUlfUI］

［ΦuridasosonaΦu3addo］

［ΦmttekUlr田d3a］

ゴタル類

5558，21

［ΦU」ttekU」ruαdz（麺a］

7362．09

［ブッダスゴタル］

5568．14 ［フッテクルンジャナイカナ］

7390．70

［ブッダソーゴタル］

5577．88 ［フッテクルゾ］

8303．70

［ブッダスゴタルナ］

5579．12 ［Φuttekurudzona］

832595

［Φuddasugotaru］

ク

［Φuttekurukamo∫irenna：］

ク

［Φuttekurukam（ぢirenna：］

8341．43

［Φuidasogot∫a］

8342．32

［Φuidasogotat］

5615．67

［Φulttekulfulna：］

8352．08

［Φuidasogot∫a］

564975

［ΦΨttekΨtto］

8363．82

［Φuidasogota］

5659．12

［ΦUlttekUlrUIZQ：］

5659．46 ［ΦUlttekmrmz・］

「フッテクル （降って来る）」

［hUlttekU疏tso：］

1743．81

［ΦuQtekurundene：bega］

5679．04

1868．21

［Φ田ttek田r田kamo∫irene］

5740．88 ［Φuttekりkka∫innai］

［Φ田ttekmr田kamowakanne］

5761．80 ［hulttekulndane：ka］

〃

5780．84 ［xttekttappe］

2751．10 ［ameΦuqtekurundene：ga］
3705．92

5781．23 ［Φulttekulnd3ane：gana］

［Φ亡UQtek甲巧ε］

3722．42 ［ΦtαttekUlrUlbena］
3725，32

o

ク

［Φ山ttekI血r山gotε・na・］

5782，24
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［ΦuIttekumdane：gana］
［hUlttekU」nna：］

［フッテクルナー］
［φしuttekUlrしudzo］
［Φuttekuruze：］
［Φuttekurude：］
［Φut：ekur切aro：］

［ΦUltteku」ndo］
［ΦUlttekUlfU嚇aro：］

［Φulttekulrしukawakafandzo］
［Φut：ekund3anaika］
［Φulttekulrしuna：］
［ΦUIttekしuddo：］

［Φutt∫ekundo］
［Φut：ekisonat＝a］

［futtekurubai］

［huQtekurubai］
［Φuttekuru］

［mo：ametaigaiΦuttekuruzo］
［Φut＝ekuruzo：］
［Φulttekulfu夏jafo：］

［フッテクルヤロ］

［フッテクルカワカラン］
［futtekuibai］
［futtekuruzo：］
［futtekuzzo：］

83 20

［φuttekuzzo］

W3 Q4

［Φukkuddo］

R2

［Φuidekuddo］

［Φuttekiso＝dana：］

［ΦUttekYsoNdana＝］
［φuttekiso：da］
［Φuttekiso：da］
［ΦUttekGYso＝da］
［φuttekYso：da］
［Φuttekiso＝da］
［Φuttekis・＝da］
［Φuttekiso：dana：］

［ΦUttekYso：da］
［Φ中ttek芸so：da］

［Φuttekiso：da］
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［Φuttekurude］
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7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
ソ77

［モーイマフッテクルゾ］

［Φuttekiso：da］
［Φulttekiso：ra］

［フッテキソーダ］
［Φulttekiso：dana：］

［φuttekYso：da］
［Φuttekiso：danεちja］

［ΦUttekYso：dana］
［Φ廿tteklso：rana］
［ΦUltt曾kiso：da］

［Φutteldso：da］
［Φ甲tteklso：da］
［ΦUttekgYso：da］
［ΦUttekiso：da］

［ΦuttekisOlda］
［Φ田ttekisoja］
［Φしuttekisoma］

［フッテキソウジャ］
［Φしuttekiso：na］

［フッテキソウジャ］
［Φuttekiso：da］

［フッテキソウナ］
［Φuttet∫is〔）：da］

［Φuttekiso：dana：］

［フッテキソウヤナー］
［Φuttekiso：da］
［Φuttekiso：da］
［Φulttekiso：dana＝］

［フッテキソーナゾ］
［φUlttekisoja］
［ΦUlttekisoja］

［フッテキソーナ］

［フッテキソーヤナー］
［フッテキソーナナー］
［Φuttekiso：da］
［Φuttekiso：da］

［Φuttekisoma］
［ΦUlttekiso吾a］
［ΦしuttekisoJa］
［Φut：ekisoJana：］
［Φuエttekisoja］
［Φut：ekiso：d3a］
［Φut＝ekiso：na］

6605．36

［Φuttekiso：da］

6607．36

［Φuttekiso：da］

2765．13

［ΦUtekUr蔑jONta］

6655．44

［Φu」ttekiso：dana：］

3741．06

［Φ中ttek亡Ur亡〔Ijonta］

6657．54

［Φuttekiso：da］

6697．59

［Φuttekiso＝da］

2771．97

［ΦUQtekUrUeNta］

7284．24

［Φukkiso：］

2784．51

［ΦUQtekUrUeNtakla］

7339．04

［Φut：ekisona］

3609．46

［ΦUtekUrUeNta（ba］

3704．48

［ΦUQtekUrUNta］

7404．20

［Φuttekiso：na］

3723．31

［Φuttekuru弓Nta］

7421．45

［Φuttekiso：da］

3750．64

［ΦuttekurueNta］

7504．72

［ΦuIttekiso：d3ano：］

3760．57 ［ΦuttekurueNda］

ヨンタ類

エンタ類

7366．13 ［フッチキソージャ］

ソーニアル類
7219．50

3780．65 ［imaimaΦulttek田r田eNda］

［Φutt∫ikiso：niaru］

ソードウアル類
2086．60

ミタイダ類

［vvi：kiso：duaru］

ソーゲダ類
5614．96

［ΦUttekUrUε＝na：コ

3735，77

［Φ廿ttekUrUmYdaeda］

3688．82

「オチテクル （落ちて来る）」

［ΦuttekisD：gedana］

［amegaimao可itek田r田zo］

0776．88

ゴトアル類

ソーダ類
［od31dekUrUsoNda］

7259，54

［Φut：eku：gotoaru］

3744．22

7275．24

［Φutteku：got∫a乃。］

4609．53

［ameo可iεekisoda］

7302．56

［hutteko：gotaru］

6573．32

［ameo可itekiso：na］

7321．67

［hutteko＝gotaru］

ゴトアル類

7324．56

［Φut∫iku：gotaru］

7332．69

［Φutteko：gotaru］

7370．30

［Φut：ekurugotoaru］

7374．12

［フッテクルゴッァルナ］

6617．43

7382．21

［futtekurugotaru］

6617．88［a：meokkottekiso：da］

8345．84

［フックルゴタル］

7321．67

［oteko：gotaru］

「オッコチテクル（落っこちて来る）」
ソーダ類
［okkottekiso：da］
0
o

また，「〜ところだ」・「〜としている」などのような

アスペクト形式を含む次のような回答も不採用とした。

ヨーダ類
3688．82

［ΦUttekUr切。：da］

3731．38 ［Φuttokoda］

3770，33

［ΦUttekUr両。：da］

3740．34 ［Φ中ttogoda］

［ΦUttekUr亘jo：danaコ

3741．06 ［Φtαrtαdogoda］

ク

［ΦUttekUr両oda］

3752．79 ［ΦUlrUldogoda］

ク

［ΦUttek亘r亘j

3753．89

〃

odana］

［Φu亘rulbettosftterul］

4721．45

［Φultteku」ru匪jo：dana：］

6554．76 ［ΦUlr￡jonadqo］

4750．66

［ΦUttekUr両。：da］

6533．61

4752．94

［Φ田ttekUIru巧。：da］

4753．76

［Φしuttekしuru璽。：da］

ク
ク

［ΦU」ttekU」rししOo：da］

［Φ延utteku1ru塁jo：dawana＝］

5558．19 ［ΦUlttekUlrUU oja］
7421．45

〃

「フル

［Φur重jonnoto1∫igauka］

［Φur匂orunotot∫igauka］
（降る）」

以外に「オチル（落ちる）」・「アエル

（落ちる）」・「ヒッチャエル

（落ちる）」を用いた回答も

現れたが，ご れらについては「降る」に相当する語だと
判断して採用している。
動詞部分以外については，

［Φuttekur円。：dana：］
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おもに様態を表すと判断さ

れる，ソーダ類，フーダ類，ゲダ類，ゴトアル類，ヨー
ダ類，ヨンタ類，エンタ類，ミタイダ類，ギサン類など
次のような回答は様態を表す部分がなく，項目のねら

［ΦΨppe：］

6277．12

［Φu＝dara：］

6636．30

［Φt〔lrα」ada］

・

［Φ亡UrαId3a］

［Φurur句。］

［Φuruzura］

ク

3720．70［fmaameΦu：］

［Φurura∫i：］

6639．97

4597．66［フルゼァ］
［Φt血ndzo］

7312．88

［ΦαIr亡αdzo：］

〃

4619．63

［Φuro：no：］
［ΦU：rasi：］

6422．93

0724．21［tabuNameo3irudo：］

4628．23

5565．12［フッリャロォー］

6421．57

いから外れるために不採用とした。

〃

［ΦUlrro：］

576282

を用いた回答を採用している。

276L66

5556．91

［ΦubbeJo］
［Φuru3aro：］

［Φuru3ar・・na：］

7325，86［フルジャロー］

4637．20

［Φuttsai］

4653．66

［Φuruzo］

7405．86

［φurudaro：］

4676，57

［Φuruna：］

7460．22

［Φuru3aroka：］

4710．55

［ΦしurUlna］

8345．56

［Φuddone：］

5615．67

［Φしur田dzo：］

836231

6368．60

［Φuruke＝］

6475．07

［huruze：］

や，前掲の「フッテクル（降って来る）」において現れ

6497．57

［φuruzo：］

た3725．32，3726．68のゴッタ類は，確信の強い推量，何

6554．76

［Φ田fuldejo：］

らかの根拠のある推量を表す。この点で，様態との連続

6563．87

［Φuruzo：］

性がある可能性が考えられるかもしれない。

7345．53

［Φuruno：］

なお，以上で不採用にした2785．15，3706．81，3725．49

また，同様に，8345．56，8362．31のddoは，推量を表
していると考えた。『講座方言学』9には，「推量表現」

7373，99［amegafurubaN］
7383．98

739276
7393．63

［Φuddo］

［Φurukana＝］

には，「古語「らむ」に由来するドー」「も広く使われて

［yoiyofurubai］

いる。」と記述されている（284ページ）。

「〜ではないか」・「〜はしないか」・「〜かもしれな

［furudai］

0246．88［Rja：sfguNΦu6um］

い」・「〜かわからない」・「〜と違うか」といった形式を

0247．31

［φujuddo＝］

用いた次のような回答は，推量に近い表現であり，様態

1231．99

［punte：］

を表さないと判断されるため不採用とした。

1241．49

［puindo：］

207625

0724．95

［Φurundenaika］

0779．88［mo：sしuη田ameηaΦ田rulkamo∫irenai］

［a：rninuΦondo：］

「推量」を表すと思われる次のよう．な回答は，不採用

1725，35

［Φurundene：gana：］

177845

とした。

［Φurundene：ga］

2743．86［Φ山rtαbemona：］

2701．62

2775．21

2764．81［Φ曲r膿gamos山renedo：］

2785．15

［Φ山n工Ibε］

［Φurundenaiga］

3689．56［Φ田ndサammεga］

［ΦUrUgotta］

＄73L38

［Φuruettenεbeqje］

3706．81

［Φ血r亡αgoQta］

3725．49

［Φtαr山gotta］

3761．75

［Φtαmbe：na：］

3787．45

［ΦtUndenε：ga］

4742．95

［Φu」ru」ndenε：ga］

4743．29

［Φulndenε：ka］

ク

4715．98

4724．56

［ΦUlppe：］

［Φumbene］

一128

［Φ中rtαndenebega］

5537．77

［ΦulOηadenaika］

5549．32

［Φu江rulηad3anatka］

5625．61

［Φuriso：3anaikana］

5584，79

5597．68［ブリソウヤナア］
6358．43

5676，44［Φurukamo∫inne：］
6563．30

〃

［ΦuIriso：d3ana・］

［huriso：dano：］

ク

［Φur吋awakaraN］

［huriso：nade：］

6378．90

［Φur癖awakaraN］

［Φuriso：d3ano：］

643794

［Φulfiso：nana］

6656．31

［Φuru3a：ne：ke：］

6495．07［フルゲナゾ］

7289．51

［Φu巧a∫enro：kai］

750332

733397［フルンジャネーカ］
7350，54［Φu巧a：sumn真ja：k即a：］

［ΦUriSO：nanOra］

さらに，採用したものの，説明を要する回答について

7365．25［フルンジャネーカ］
737399

［Φuriso：d3anora］

ク

述べる。

［furukaN∫ireNzo］

ソーダ類については，「連用形＋ソーダ」だけではな

8229．96［Φmikamo∫ire几］

く「終止形＋ソーダ」も，接続に関わらず採用している。

8333．50［Φ田wasendakai］

「終止形＋ソーダ」の場合，ソーダは伝聞を表す可能性

「伝聞」を表すと思われる次のような回答は不採用と
した。

が考えられるが，接続の形で一律に判断できるのか不明
なため，ここでは採用した。

3731．38

［Φutto］

5575．52

［Φuruntena］

6389．20

［ot∫isomatemo：］

3744．19

3774．64
4714．60

琉球に見られる次のような回答は，いずれも「降られ

［furattiduu：］

ク

［furattiuY］

8341．43

過去形をとっている次のような回答は不採用とした。

8351．75

［Φuriso＝nattekitano：］
［Φuriso皿inattano：］

［Φしuriso担inattekitane］

［Φurosonia？］

8333．50

3791．41［Φuriambおda］

6577．43

［hulro：somiaddo］
［Φurosona］

〃

また，「〜あんばいだ」という形式を用いた次のよう

6397．11

8248．18
8300．29

8331，60

な回答は，観点がずれるために不採用とした。

469472

［ΦulrulsoJa］

また，「フロ＋ソー」という形についても採用した。

［ffati：u：1］

2151．21

so即da−dzo］

［Φしur直1so陶da−do］

5539．15

［ffati＝buし］

2141．52

［Φ亡1rt血sonda］
［Φulrα1

ク

ている」に相当するものと見て，不採用とした。
2068．07

［ΦtUr亡血so・da］

8353．74

［Φurosona］

［ΦurosonaΦm3a］
［ΦurosonaΦu

］

［ΦurosonaΦu3a］
［ΦurosonaΦul：3a］

「ニカーラン」は推量を表す可能性が大きいが，採用
した。

7219．20

［Φuro：gotonat：∫ikita］

7414．61

7269．48

［Φuro：gotonat：a：］

744626

7341．77

［Φuro：gotsりnattekitano：］

7462．00

終助詞付き回答の扱いは，Aα方式をとっている（第

［Φurunika：raη］

次に，語形の統合について説明する。
以下の回答の［ソウ］は，〈SOU＞とはせず，〈SOO＞と

4集解説書11〜12ページ）。終助詞の付かない同形の回

答が併用で答えられている，以下の回答を不採用とし

［Φurunika：raη］
［Φurunika＝ra疋】］

して統合した。

5567．46［フッテキソウジャ］

た。

2785．15

［ΦαlrYsond句ε］

5569．10［ブリソウヤ］

3777．19

［ΦtarYso：dana：］

5577．88［ブリソウジャ］

5569．10［ブリソウヤナ］

5579．79［ブリソウジャ］

一129一

緑エンタ，エンダ，インタ
紺ミタイダ，ギサン，その他

5587．74［ブリソウジャ］
5588．78［フッテキソウジャ］

B．記号の形・塗りつぶし方

5595．89［フッテキソウナ］
ク

原則として，A．で同じ色を与えた後部の形式を区別す

［ブリソウジャ］

るために形を与え，さらに形式を区別する必要がある場

5597．42［ブリソウヤ］
〃

合に，塗りつぶし方を用いた。色が異なっていても同じ

［ブリソウジャ］

559895［ブリソウダ］

これらは，後部の末尾形式の共通性に基づくものであ

5660．50［ブリソウヤナー］

る。

6516．13［ブリソウジャ］

爪形記号

6519．09［ブリソウヤ］

V形記号
正方形記号
線記号

［θ0］は，〈SO＞に統合した。

ゲ

他

U形記号

6526．55［ブリソウジャ］

そ

6519．90［ブリソウヤ］

ダ

曲玉形記号

〔ブリソウジャ］

ヤ

机

円形記号

ラ

6515．79［ブリソウヤ］

サー

ゲ
サ

矢印形記号

一

ヤ

︐

涙滴形記号

［ブリソウヤ］

6509．07［ブリソウヤナ］

ク

ー

ナ

平二等辺三角形記号

ー

ナ

6508．60［ブリソウジャ］

︐

6506．49［ブリソウヤ］

一

ヨ

二等辺三角形記号

［フッテキソウヤナー］

正三角形記号

ク

ソソソソフソゲゴヨエミギ

〃

ダ

形を与えているもの（ソーダとヨーダなど）があるが，

︐ ル
ダ︐
ダヤジナダダ アタタイン
ーゲナトンンタサ
一

5597．68［ブリソウヤ］

の

C．記号の方向・補助記号

7415．74

［Φuriθo：na］

7422．56

［Φuriθo：na］

原則として，以下のように前部の形態によって，記号

7433．61

［Φuriθo：na］

の方向を決める。また，それだけで区別のつかない形態

7436．40

［Φuriθo：na］

がある場合は，適宜補助記号を付加する。

7442．45

［φuriθo＝na］

上

huri
hui，

7450，19

［Φしlriθo：na］

右上

746098

［Φuriθo：na］

右huru，

7471．39

［φuriθo：na］

下oci，

記号化にあたっては，それぞれの語形を「前部」と

左上

hure

ae，

左huro，

〔語形の記号化〕

huu

hiccjai

huroo，

hus，

hure

hug

「後部」に分割した。「前部」は動詞に相当する部分で，

「後部」はおもに様態を表す助動詞に相当する部分であ

242図

良さそうだ

る。

〔語形の採用と統合〕

A，記号の色
原則として，後部に含まれる語形によって，次のよう
機

形容詞の様態表現を表す形式を見るための項目であ
る。調査においては，「「こっちの方がどうも良さそうだ」

に記号の色を決める。

赤茶水

ソーダ，ソージャ，ソーヤ，ソーナ，サーダ，

と言うとき，「良さそうだ」のところをどのように言い

サーナ，フーダ，ソゲダ，サゲダ

ますか。」という質問文でたずねた。

ゲダ，ゲナ

以下，語形の採否について述べる。

ゴトアル，ゴタル

使用状況が『方言文法全国地図』全体の語形の採用規
則に合わないために不採用としたのは，下記の回答であ

ヨーダ，ヤナ，ヨンタ

一130

る。

3725．49

3772．61［ienta］（奥さんの回答で「良いようだ」に

［e：na：］

3787．45

［e：kemo：］

3791．41

［ema・］

5471．49自osageda］〈他人が使うこともある。＞

4638．01

［i：dzε］

6375．28［je：gena］〈年寄りことばで，自分は今わな

4712．15

［1：n司a］

あたると思われる。）

い。＞

5588．78［エエゾ］

652120［j両。：nade］〈女性が用いる。＞

561496

7408．46［josaso：3ana：］〈na：は女〉

5622．19

［i：do］

5638．67

［ima：］

〃

［e麺・：3ana：］〈〃〉

一方，次の回答は，参考話者の扱いで採用した。

［i：na：］

5660．50［エエゾ］

5653．33［josaso：da］（同席者滝沢氏の回答）

5662．78

［i：zo］

565396［josaso：da］（同席者の回答）

5671．77

［i：zo］

6629．13［josaso：da］（丸熊二氏の回答）

5679．04

［i：zona：］

7373．31［エーゴタル］（同席者の回答）

5761．80

［ima：］

7305，22［e：gena］〈祖父たちの言っていたことばで

ク

聞いたことがある。〉

次に，意味的・文法的な点に問題があるために不採用
としたのは，下記のような回答である。

［ema：］

5782．24

［e：na：］

・

この項目では，「良い」ということについての様態を

［i：do：］

5780．84

［e：Yana㏄：］

6277．12

［i：bai］

表現する言い方をねらいとしているため，「ヨイ」・「イ

6368．60

［e：ke：no：］

ー」・「エー」・「ヨカ」などの「良い」に相当する語を用

6409．58

［e＝ze］

いていないと判断される回答は，不採用としている。

6437．94

［e：na：］

6443．43

［e：zo］

5762．82

［zulbo∫ida］

6509．07［エエナー］

2086．60［hamiηku：rωra］

2086．60の語形は，この地点の音韻法則では，「hami

6519．90［エエゾ］

（亀）n（の）ku：（甲）rora（よ，終助詞）」となるよう

6521．20

である。亀の甲羅は縁起物なので，これになぞらえて

652655［エエゾ］

「良い」ということを表現しようとしたのかとも考えら

6553，22

［joina：］

れるらしいが，直接「良さそうだ」を表さないため不採

6564．23

［e：do］

用とした。

6573．32

［e：de］

6573．79

［kott∫ihodoje：rUa］

琉球では，「ヨイ（良い）」以外に「マシ」・「ジョート

［loide］

ー」を用いた回答も多く現れたが，これらについては

6593．98

［i：zo：］

「良い」に相当する語だと判断して，採用している。

6594．20

［e：zo：］

7308．05

［e：dojo：］

される，ソーダ類，ゲダ類，ゴトアル類，ヨーダ類，ヨ

7308．37

［e：dojo：］

ンタ類，エンタ類，ミタイダ類，ギサン類などを用いた

7316．65

［i：no：］

回答を採用している。

7339．04

［e：ze］

7366．87

［i：do］

7373．99

［e：bai］

形容詞部分以外については，おもに様態を表すと判断

次のような回答は様態を表す部分がなく，いずれも
「良いよ」のような表現であるために，不採用とした。
1799．94
1801．80

2761．66

ク

［i：kara］

［e：baN］

7392．76［yokamone］

［i：na：］

7504．08

［edεコ

131一

［joina：］

［i：do］

［kudd旦lltt∫ao］

42
4
2
0
0

［kurgε噸itt∫an1］

l

［jitt∫ao］

口ittsari］

aru］

［k5uηd両itts6a：〕］

1

［m嫡assa：］

［1呵ije：ru］
［ma∫ijaNre：］

1

［d30＝tujasa＝］
［massYra：］
［taukinarY：］

2

［zo：ha：］

ユ

︻D

l

ユ

厚O

1

［zo：ka冨Zaran］

［zo：ka

a：］

2141．52の語形は「tauki（上手，良い）nari
（居る）」という構造のようである。

2150，17，2151．21，2151．51については，『現代

言置辞典』に，平良などで「良い」は
であるという記述があり，それに関連するも

8

L

［i：ra∫i：na］

［jokaro：］

［egabemona＝］
［egabε］

［e：eNdabeコ
［e：90Qtε］

［Ygabensi］
［egabe＝na］
［jogabe：na：］

ク

［e：gabe：］
［e：be：］

［ebedoomou］
［Ygabeon］

。8

口ogabe：］

、1

［撃gabesoda］

［弓gaNbe］

［￠gaNbe］

一132一

［YNdaro＝］

［Ygambe￠na・］

Oogambeコ
［e：bett∫a］

［egambe］

［egambene］

騒ogambena］

91
73
74
46
43
78
43
9
28
95
62
41
74
7
8
6
8
59
52
9171
91
23
7
9
9
7
0
7
4
5
8
17
4
4
9
6
3

L伽︑比量口て︒る
1
6
湘ユ
4362
23
ρ
23
07
9
∩∠
Qσ
6﹁2
02
2
7
﹁
6
2
7
9
7
4
b
b
b
9
592
る
ユ
30
51
935
0
5
L
−
3
6
0
2
ρ
0
3
α
0
6
1
0
9
﹂
国警
貿論酬鋤糊島㎜7
3
4
5
5
6
O
4
7
湘
4
0
2
2
6
り
D
r
D
7
7
4
5
7
7
7
7
7
7
7
7
1
2
2
2
0
1
1
︵
jq
δ
∩δ
33
3 7
2∩
∠7
∩∠6
337
3
3
1
1
2
2
2
2
な喫肺㎞硬﹁乙

ク

uりd両itts

［Ygabesa］

つ0
01
34
3▲
95
一5
6
ρ

［kuddし究litt∫addo：］

［k

Qゾρ0

QゾQゾ

0∩乙
−ρO

巨oga【〕o帰daddo］

1

9
4
9
5
9
207
4166
80
9
9
33
66
536
566
6ク
8
7
0
7
3
乃7
万7
ク5認
羽
63
許5
86566四ク
％2
0
53
螂
クー901061
2
4娼
6
6
6
7
7
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
6
6
6777
7
7りD7
5
5
5
5
5
55
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
90 4▲4ム4−44 44445555

1868

89臼500 3∩︶
㎝⑳岨岨・・ 乳＆〃
3り
2︶
8
80
Qら
O﹂∩

［yokasai］

［e：bett∫εしja：］

［egambe］
［jogambe］
〔jokaro：ne＝］
［i：ra∫ii］

［イーヤローオー］
［四一ヤロー］
［細川ラズモ］
［エエラシイ］
［i：daro＝］

Ookaro＝］
［yokaro：］

口ogambena：］
［jokarazu］
［i：dappe］
［i：ZU巳raコ

駈okambe：］
［ikambe：］

自ezura］
［i：zur砺0］

口okambe＝］
［jokambe：］
［i：dambe：］
［iira∫i：］

駐okambe：］

bokambe：na＝］
［ikambe］
〔jokappe＝］

［エーヤロー］
［egappe］
［jogappe：］

自okambe］

1271つ5

［d30：toJaηpariroJa：］

［e：ra∫i＝no：］

2074．69

［ma∫ijaruhaz両。：］

82
05
70
48
59
66
87
43
38
1
3
2
6
09
73
73
2
47﹃9
7
73
3687
43
0
門0
7
24
2
5
1
2
1
93
1
5
9
5
2
0
95
26
81
36
36
36
46
46
46
46
46
56
56
5
5
5
56
5666
ハ
7
376
37
37
47
66
6
6
6
6
6
6737
ρ0
0
ハ2
06
7 3
7
73
8

ク7489別訪525997131T
68
23
52
ク2263438394
ク
N2
25
9ー
0ク
808〃お336505弱弱明認認

［ikambe］

［ekaro：te］

なお，3705．92は，ゴッタによる形であるが，これは

［e：rasi：］

確信の強い推量，何らかの根拠のある推量を表す。この

［エーラシーゾ］

点で，様態との連続性がある可能性が考えられるかもし

［ekafO＝te］

れない。

［eJaro］
［e＝daro：］

また，6389．20，7308．05，7308．37のローテは，伝聞的

なものを含むのかもしれない。

［ejarona：］

「〜ではないか」・「〜かもしれない」・「〜と違う

［エエラシイナ］

か」・「〜か」・「〜と思、う」・「〜に見える」といった形式

［e：d3arona：］

を用いた次のような回答は，推量に近い表現であり，様

［e：d3aro］

態を表さないと判断されるため不採用とした。

31

自0巧aro］

07 17 b O

U6

［e噸afO：］

V

V3

［e：］

［jokambe：］
［e：zura］

口okambe：］
o］

［e：zurae：］
［i：ra∫i：］

［e：ra∫i：］

57

目・idz田rana：］

Q0

自osasodappe：］
［i＝dappe］
巳lokaro：na：］

［ekaro：d3a：］

［ekaro：te：］

［ekaro：d3a：］
［ekaro：te：］

［イージヤロー］
［イージャローコ

匿﹂8

Q︶0◎

臼・irana：］

［e：ndene：beka］

［indenaiga］
［i：toomoJo］

554
55
48
02
08
0
1
7
0
1
4
7
14
244
55
77
2
3
1
5
3
34
3
Q
ソ0
27
8
8
9
6
9
5
6
4
9
2
7
7
9
7
7
7
7
7
7
5
64
64
64
64
64
6
17
17
17
18
18
17
2
2
3
3
り7
δ
37
3
3
4
4

70
7
0

口ejar・na：］

［e：ppq

［i：nd3anaika］

1〃4
04
7ρ
ρ
0
ク2476お
クσB％㎝お駐別0220
〃0
3

［ejafO］

［i：ndenaika］

［iltoomo：ZO］

［indenaigatoomouηa］
［indene：ka］
［indene＝ga］

［indenaika］

［i：ka∫irenna］

口oinodewanaika］
［indene：ga］

［eJadenena］
［e＝denena］

噂a：ttenebeka］
［〔乏jantenebeka］

［igunεbeqla］
［e乳lattenebega］

［曾：denε：ga］

［ioYndena了ga］
［弓：NdenaYga］

［isasoJlimiedd3a］
［i：gandene：ga：］

［イージャローコ

［indenεroka］

［e：daro：］

［Y：deanε：ga］

50kanno：wa］

［i＝nd3anekka］

Ookanno：wa］

［i：andanεkana：］

O・ηar・sunara］

［ind3anaikai］

［mase：had3麺essa：］

［e：nannεga］

［ma∫i？airuha3i］

133一

4735．32

［indenε・ka］

4741．43

0Yゴ。・dannaεga］

4742，95

過去形をとっている次のような回答は不採用とした。
9249．94

［jokaisoUliatta］

終助詞付き回答の扱いは，Aα方式をとっている

［iNdenε：9εしja］

4743．29

［endenε：g句a］

（第4集解説書11〜12ページ）。終助詞の付かない同形

4750．66

［Y：naNega］

の回答が併用で答えられている，次の回答を不採用とし

5537．77
5539．80

た。

［joiりadenaika］

5569．10［ヨサソウヤナ］

［i：K〕adenai【〕ake］

5549．32

さらに，採用したものの，説明を要する回答について

［iiUad3allaLka］

述べる。

556695［ヨイヤナイコ］

「ニカーラン」は推量を表す可能性が大きいが，採用

5568．14［エエトオモウナ］
5617．85

・

した。

［jedene：ka］
［i：dene：ga］

7414．61

［e：nika：raN］

［i：gaslNne・］

7442．45

［e：nika：raN］

［einika：raN］

5618．48

564975

［i＝ndane：gana］

7446．26

5653．33

［i：3ane＝ka］

7460．39

［e：nika：raN］

7462．00

［e：nika：raN］

5679．69

［e：nd3anege］

5742．71

［joYane：Yana］

・

［e：N勾ane：Yana］

578123

［e：dane：gana］

次のものは，「edana」を終助詞として扱った。
3780，65

［e：edaedana］

次に，語形の統合について説明する。
以下の回答の［ソウ］は，〈SOU＞とはせず，〈SOO＞と

6488．48［エーノンチャウケ］

して統合した。

6508．60［イインヤナイカ］
6533．61

［e：notot∫igauka］

5567．46［ヨサソウヤ］

6564．23

［e＝notot∫iOaしunoka］

5569．10［ヨサソウヤ］

5597．68［ヨサソウナナー］

657332［eJolpiomou］
6573．79

［kott∫ihodqjejonana：］

559895［ヨサソウヤ］

6584．38

［josasojanaika］

6519．09［ヨサソウヤ］

ク

次の回答の［ea］・［θo］は，それぞれ＜sa＞・＜so＞に

［i：Njanaika］

〃

統合した。

［ejanaika］

6593．00

［eNd3anaika］

7414．61

［joθaθoma］

6595，01

［emd3anaiηkai］

7415．74

0oθaθo：na］

6601．37

［joka＝naika］

7422．56

［joθaθo：na］

6629．13

［i：d3ane：ga］

7424．62

［joOaeo：na］

6701．18

［iikana：］

7349．91

［ε＝notot∫igauka］

7433．61

7436．40

［ioθaθoma］

7446．26

臨。θaθo＝na］

7450．19

［jokariθo：na］

7460．39

［joθaOo：na］

7460．98

［jokariθo：na］

7462．00

［jokariθo：na］

7471，38

［joeaθo：na］

anre：］

「伝聞」を表すと思われる次のような回答は不採用と
した。
［i：ntena］

待遇表現が含まれる次のような回答は不採用とした。
7339．76

［loθaθo：na］

巨okad3aalnnりa：kai］

！250．59［ma∫

5575．52

［joθaOo：d3a］

［litt∫aNt∫i？un、ulus了9a］

7350．54
0247．31

ク

［jo

o：des吋。］

〔語形の記号化〕
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「後部」はおもに様態を表す助動詞に相当する部分であ

下上

「後部」に分割した。「前部」は動詞に相当する部分で，

下左左左

記号化にあたっては，それぞれの語形を「前部」と

joka，
jO，
i，

isa

る。

A．記号の色
原則として，後部に含まれる語形によって，次のよう
に記号の色を決める。

榿

ソーダ，ソーンヤ，ソーヤ，ソーナ，サーダ，

赤茶水

サーナ，ソゲダ，サゲダ
ゲダ，ゲナ

ゴトアル，ゴタル
ヨーダ，ヨーヤ，ヨージャ，ヨーナ，ヤナ，

緑紺

ヨンタ

エンタ，エンダ，インタ
ミタイダ，ギサン，その他

B．記号の形・塗りつぶし方
原則として，A．で同じ色を与えた後部の形式を区別
するために形を与え，さらに形式を区別する必要がある
場合に，塗りつぶし方を用いた。色が異なっていても同
じ形を与えているもの（ソーダとヨーダなど）があるが，

これらは，後部の末尾形式の共通性に基づくものであ
る。

二等辺三角形記号

ソーダ，ヨーダ

正三角形記号

ソーヤ，ヨーヤ

平二等辺三：角形記号

へ
ソーンヤ，ヨーンヤ

涙滴形記号

ソーナ，サーナ，ヨーナ，
ヤナ

円形記号

ソゲダ，サゲダ，ゲダ

曲玉形記号

ゲナ

爪形記号

ゴトアル

V形記号

ヨンタ

U形記号

エンタ

正方形記号

ミタイダ

線記号

ギサン，その他

C．記号の方向・補助記号
原則として，以下のように前部の形態によって，記号
の方向を決める。また，それだけで区別のつかない形態

上下

上右右眼

がある場合は，適宜補助記号を付加する。
josa，

joosa

esa
e，ee，

jokaro，

ei，

zee，

ekke

jokaroo
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jokari，

jOO，
ii，

iii

jOi，

jokai，
jOe，

ijO

jogari

3791．09［amedaΦuda］
5614．96［amenoΦu：da］

9．伝聞表現
f

〜ラシー
565396

9．1．伝聞表現の概要と記号化

［amera∫i＝］

5699．61［amera∫i：］

伝聞表現では，話者が第三者から聞いた内容を聞き手

9

〜ミタイ

h

その他

6572，14［amemitaOa］

に伝える場合に各地でどのように表現するかを見ようと
する。

6412．87［amedaslkoda］

伝聞形式が受ける内容により分れていて，以下の3項

641854［amedaguwお：daze］

目から構成されている。

7414．61［amenika：raη］

・「雨だ」（体言＋断定助動詞）を受ける「雨だそうだ」

0247．31［？amYt∫agesaり］

《174》

・「高い」（形容詞）を受ける「高いそうだ」《175》

0276．51［？ami？amb琶］

・「いた」（「いる」の過去形）を受ける「いたそうだ」

1213．88［？amUe＝gisai］〈雨であるらしい。＞
1242．26［？amir旦je＝gisa：］

《176》

地図化にあたっては，それぞれの項目を詳細図3枚で

このうち，6412．87に見られるシコ形は広戸惇『LLI陰

扱い，《174》については総合図（1枚）も作成した。

方言の語法』（島根新聞社，79ページ）に伝聞の形とし

詳細図は，見出し分散型により作成している。《175》

て記述が見られる。また，7414．61に見られるニカーラ

《176》は総合図を掲載していないが，全体像は

ようだが，フーダ，ラシーに準じて採用した。6418．54

《174》の総合図（246図）とほぼ同様の分布を示す。

は「具合」に基づくと考えられる（《175》にも類似形

A．採用の範囲
採用の範囲については，「雨だそうだ」をもとに報告
された回答の内容を分類し，例示することで示す。

引用の格助詞「と」や動詞「言う」またはそれらの組

この類には次のようなものが見られ，いずれも採用し

c

d

e

み合わせのような形式である（ト・トイウ・イウなど）。

この類は，伝聞に連続すると考えられることから採用し

た。

b

が見られる）。ヨーダなどに準じて採用した。

（2）引用の形式をもとにすると見られる類

（1）伝聞や様態などをおもに表すと見られる類

a

ン形は，弱い推量や推定のように記述されることが多い

た。語形のバリエーションがきわめて多い。

〜ソーダ
5622．19［amedaso：da］

2772．75［amedatsε］

6287．81［ame3aso：3a］

2785．15［amedadzε］

7405．86［ame3aso＝na］

4684．87［amedatoj

a］

〜ゲダ

4694．72［amedato］

4643．56［amedagedana＝］

4715．52［amedattsa］

6369．32［amedagena］

5633．42［amedaseuwa］

6480．89

5660．50［アメジャゾ］

［alne3agena］

5662．78［amedattei田zoコ

〜ゴトアル
7302。56［amenogotoaru］

5666．89［amedatosaコ

7354．43［ameNgotsuaru］

5669．19［amedatojo：］

7370．30

5696．62［amedat句。］

［alneNgotoaru］

〜ヨーダ

5793．74［amedattej田ttet勾。］

3767，18［amed勾。：da：na：］

6605．36［amedatt∫ujo］

4763．11［amen勾。：dana］

6610．08［amedattejo］

〜フーダ

6634．32［amedatt∫ojo］
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6656．31［amedattesa］

b

融合に基づく可能性はあるが，固定した表現となつ

6697．59［amedattq田tteruIgana：］

ていることが考えられるものは仮想しない（終助詞

6700．04［amedatt∫巧。］

付き回答として扱わない）。

6721．33［amedatteコ

caとbに該当するものの他は，仮想する。

7401．80［amezona］
7404．20［ame3a

例えば，次の回答は

oruno：］

5566．95［アメヤソーニャ］

9249．94［amed3ateju＝ηana：］

〈am（オasoona＞に基づく可能性はあるが，仮想しない。

「言う」にあたる部分のテンス・アスペクトは特に区

次の回答も

別なく採用している。ただし，この中の一部，例えば，
2785．15，5660．50，7401．80に見られるゼ・ゾ・ド形は後

277197［amedaQterε］

〈amedattera＞に基づく可能性はあるが，仮想しない。

また，以下のような回答は

に（4）として挙げる不採用とした「断定・詠嘆表現」と連

続する。しかし，引用の形式と終助詞との区別が困難で

4706．43［amedattsa＝］

あることから採用しているので，注意してほしい。

5631．78［amedattsa：］

以上の（1×2）は，伝聞の形式と判断して採用したが，以

トサなどに基づく可能性はあるが，ツァで表現が固定し
ていることが考えられ，仮想していない。

下の（3×4）は採用しない。

一方，以下の回答は，

（3）推量表現

これは，伝聞表現からの距離が大きいと見られ，採用

7363．12［アメテッタイ］
7374．12［アメテッタイ］

しなかった。
2751．10［amedene：gana］

ともに近隣の7362．09に回答された［アメテチバイ］を

5675．36［amedambe：］

参考に，＜ameteci＞を仮想した。

なお，次の回答は末尾になんらかの融合が発生してい

6497．57［amed3arona：］

る可能性はあるが，不明なので仮想せずそのままの形で

6613．68［amezur句。］

扱っている。

（4）断定・詠嘆表現

7370．96［amet：句u：toN］

これも伝聞表現から大きく外れると見て，採用しなか

・

った。

ところで，A．で（2）に分類した回答（引用形式に基づく

4628．23［amedano：］
5761．80

［amet：∫U：t・N］

語形）は採用したが，ここには，伝聞表現（引用的表現）

［arneda］

6533．61［am句ana：］

がどこまでなのか，終助詞が付いた形なのか，というこ

7407．66［ame3ano：］

との判断に迷うものが多く含まれている。例えば，
4694．72［amedato］

その他，待遇もしくは文体に関わるもので丁寧な形が

5638．67［amedato］

回答されることがあったが，これも採用しなかった。

のような語形とAの（2）に例示した

7339．76［ame3aso：desu］〈上＞

B．語形の統合

5669．19［amedat句。：］
5696．62［amedat（オ。］

伝聞表現の語形の統合にあたってもっとも大きな問題

のような形を較べると，jo（0）は終助詞のようにも見え

になったのは，終助詞の分離であった。

終助詞付き回答の扱いは，基本的にAαをとった（第

ると同時にtojo（o）が「という」のような引用の表現の

4集解説書11〜12ページ参照）。ただし，統合の方法が

バリエーションにも見える。後者だとすれば，jo（0）を

変則的であり，必ずしも統合規則αに従うものではない。

終助詞としては扱えない。また，伝聞形式として従来よ

ここでは，次のような方針で統合を行った。

り記述される〜チョやそれに類似した〜チャのような形

a

融合などにより末尾の母音が変化した可能性のある

のまとまった分布を考慮すると，トやテなど引用の格助

ものは仮想しない（終助詞付き回答として扱わな

詞と目されるものにヨややなどの形が付いたものを一概

い）。

に終助詞付きとして扱うわけにはいかない。いずれにせ
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6594．20［amed3atoe］→〈ame勾atoe＞

よ，個々の地点についての語構成に対する判断が必要と
t・

なるが，困難である。

・→〈t・

・＞

6667．81［amedato廿。］→〈amedato麺。＞

本土方言について，このような迷いが生じるものを集

dqjo→

めると当然のことながら格助詞らしい形式を持つ前半部

〈dqjo＞

5771．36［amedad句。］→＜amedad句。＞

分（ト，テなど）と「言う」（またはその一部分）もし

5780．84［alnedad（嚇。］→〈amedad句。＞

くは終助詞としての判断に迷う後半部分（ヨ，ヤ，ワな

dqloo→

ど）から構成されることがわかる。これらについて整理

〈dqjoo＞

すると次のようになる。

1778，45［amedad（麺。：］→〈amedad〔巧oo＞

前半①：格助詞的形式

2608．90［amedad句。：］→〈amedad句oo＞

to

do

te

tee

d（オa→

ci

3702．70［amedad（オa］→〈amedad〔オa＞

前半②：格助詞と「言う」の融合的形式
cjuu
ZU

cju
SeU

tluu
CeU

zjuu
SOU

cjoo

zjo

djo

cuu

4609．27［amedad句a］→〈amedad句a＞

cu

dqjaa→

ZO

joo

ja

jaa

i

e

ε

tq・→〈t句・＞

ijo

6610．08［amedattqo］→〈amedatt〔オ。＞

後半H：「言う」の末尾の音に類した形式

6615．89［amedatt句。コ→〈amedatt句。＞

wa waa wai a
以上の分類をもとに前半・後半の組合わせに従い，次

t句・・→〈t句・・＞

6621．07［amedatt句。：］→〈amedatt釘oo＞

の基準で形式的に後半の扱いを決めた。

6636．30［amedatt句。：］→〈amedatt句oo＞

①．＋1→1を終助詞として扱わない

t句a→〈t句a＞

◎＋H→Hを終助詞として扱う

4676．57［amedat句a］→〈amedat〔麺a＞

②＋1→1を終助詞として扱う

5668．17［amedattq

②＋H→Hを終助詞として扱う
tei→

つまり，後半1は前半によりその扱いが決まり，後半H

te句a→〈te句a＞

以下，《174》「雨だそうだ」に現れた語形をもとに扱

7305．22［ameteja］→＜amete句a＞

いを例示する。

7659．62［amedatteJa］→＜amedatte句a＞

⑦＋I

cUO→〈C輔0＞

＜t句0＞

6700．04［amedat劇。］→〈amedaccijo＞

5696．62［amedat句。］→〈amedat句。＞

②＋I

6607．36［amedat（オ。］→〈amedat句。＞
t句00→

a］→＜amedatt釘a＞

〈tei＞

《175》647995［タカイテイワ］→〈takaitei−wa＞

はすべて終助詞として扱うことになる。

t句0→

＜d（オaa＞

4712．15［amedaε句a：］→＜amedad句aa＞

後半1：「言う」もしくはその最初の音に類した形式
jo

〈dqja＞

qu㎎・→〈quuj・＞

〈t切00＞

5669．19［amedat（ヵ。：］→〈amedat（加。＞

6621．07［ameda可ujo］→〈ameda（juujo＞

5679．04［amedat〔噂。：］→＜amedat（ガoo＞

6657．54［amedatt∫u巧。］→＜amedacquujo＞

加ゆ→〈脚」・＞

t句a→〈t句a＞
4652．79

［arnerat句a］

→

6641．25［amedatquJo］→＜ameda両uujo＞

〈arneratqja＞

qoqjo→〈qloojo＞

4684．87［amedatqla］→〈amedat句a＞
toi→

6621．07［amedat∫ojo］→〈ameda（joojo＞

〈toi＞

5549．32［amedatoine］→〈amedatoi−ne＞

6643．17［amedat可Qjo］→〈amedac（jooづ。＞
勾。ε→＜勾。一ε＞

5612，62［amedatoine］→〈amedatoi−ne＞
《175》
toe→

6387．62

［takaito麺a］

→

3726．68［amedad30ε］→＜ameda勾6一ε＞

＜takaitoija＞

C呵・→〈cuuj・〉

〈toe＞
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6655．44［amedattsuIjo］→〈amedaccuu→o＞
zujo→

までを引用の形式として扱った。、

〈ZU＝jo＞

746022［amedaiwama∫i］→〈amedai−waanasi＞

3765．93［amedadz山jo］→〈amedazu→o＞
Z句・→〈Z・」・＞

5579．79［アメジャゾヨ］→＜ame勾azojo＞

ク

［ame3aiWa＝na∫i］→〈ame勾ai−WaanaSi＞

ク

［amejaiWa：naSiコ→〈amqai−WaanaSi＞

647995［アメヤイワコ→〈am句ai−wa＞

Z句a→〈Z・ja＞

この扱いは本土方言にあてはめている。したがって，

6645．47［amedaz（ガa］→〈amedazoja＞

琉球では外れるものがある。

①＋H

《175》

tewa→＜te−wa＞

→

5661．77［amedattewa］→〈amedatte−wa＞

→

quuwa→〈qUU−wa＞

［takahand顛a：］

〈takahaNdijaa＞

《176》

②＋H

1233．52

1233．52

［？uitand噸a：］

〈？uitaNdiづaa＞

琉球で特殊な扱いを行ったものがある。琉球では〜テ

5666．89［amedatt∫u：wai］→〈amedac句uu−wai＞

ィサのような形が伝聞の形として記述が見られる。これ

8394．21［amejat∫u：wa：］→〈am句a（加u−waa＞

に従い，

1251．04［？a：mid両endiha：］→＜aamidueNdihaa＞

可uuwa→〈OUU−wa＞

1260．68［？am匂antisa］→〈am

5661．77［amedatOulwa］→〈ameda両uu．wa＞

aNtisa＞

のように統合し，サは終助詞としては扱わなかった。そ

cuwa→〈CU−wa＞
6595．01［amed3atts山wai］→〈ame勾accu，wai＞

して，以下のような形もティサとは別と考えられるが，

8352．08［amed3attsりw句。］→〈ame勾accu−w勾。＞

ティサに準じて処理し，サの類を終助詞として扱わなか

zoa→＜zO−a＞

った。

3725．49［amedadzoa：］→〈amedazo−a＞

0275．97［？amYne＝∫i？it∫us勾a：］

→〈amYneeSi？i句USajaa＞

なお，②に現れる［tju］は見出しでも〈tju＞に統合
している。また，②＋Hの最後に提示した［dzoa：］が

ク

くzoa＞に統合されることについては，第4集解説書9ペ

→

［？amit∫i？it∫US句a：］

〈am冨ci？i（jusajaa＞

1261．22［？amidussa：］→〈amidussaa＞

ージ左14行を参照のこと。

1261．92［？amid両andissa：］→〈amid両aNdissaa＞

さて，このような方針を一貫させたが，そのために次
のように近隣に存在する類似の性格を持つ可能性がある

実際には0275．97の場合は，併用語形として他に
0275．97［？amft∫i？it∫undal］

語形が異なる扱いになってしまうこともあるので，注意

が見られ，サは終助詞として独立性が高い可能性が考え

したい。

7659．31［amedatte：d3a］→〈amedattee一関a＞

られるが，終助詞には扱わない方針を一律に適用してい

7659．62［amedatteja］→＜amedatte句a＞

る。

なお，本土では，琉球のティサに類似したテサ・トサ

同時に形式的な取り扱いを行っているので，たとえ次
のように終助詞であることが調査者によって提示されて

が見られるが，〈te−sa＞やくto−sa＞のようにサを終助詞

いても終助詞としては扱わない。やはり扱いに注意が必

として扱っている。
4652．79［amedatosa］→〈amedato−sa＞

要である。

5666．89［amedatosa］→〈amedato−sa＞

4712．15［amedaεoja：］（daは断定，εoは引用の「と」

6623．54［amedattesa］→＜amedatte−sa＞

ja：は終助詞）→〈amedadojaa＞に統合

6656．31［amedattesa］→〈amedatte−sa＞

なお，ここに前半①としたものはおもに引用の格助詞

このように琉球と本土で類似の形態であっても扱い

と見られるが，引用の際に格助詞を用いない（「雨だ言
う」や「高い言う」のような形式，いわゆる「ト抜け」）

が異なるので，注意が必要である。

上記の方針から外れるケースについては，適宜先行研

地域も知られている。そのようなことから，前半①をと
もなわないで後半1にあたる形が見られるものは，そこ

究などをもとに判断し，終助詞を分割した。
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その他に引用形式に基づく語形では「〜と言う話だ」

《174》《175》《176》のそれぞれの項目に現れる見出

「〜と言うことだ」のような回答が現れた。これらにお

しは，平均して1項目あたり420程度にのぼった。これ

いては「話だ」「ことだ」までで伝聞表現としてのまと

は1枚の地図の凡例に盛り込む限界を大幅に越えてい

まりを持つと判断し，見出しにもすべて挙げて記号化を

る。そこで，各項目を3枚の地図に分割して扱うことと
した。また，同時に《174》に関しては，項目の全体が

行った。

見渡せる総合図も作成した。したがって，それぞれの項

3710．70［amedatt亀山・hana∬dade：］

→

目は3枚の詳細図と《174》の総合図1枚で扱ったこと

〈arnedaccjuuhanasida−dee＞

4658．69［amedats山：gonda］→〈amedacuugoNda＞

になる。

D−1．詳細図の記号化

5639．17［amedatt∫田：hana∫ida］

詳細図での見出しは，GAJの基本的な統合方法に従

→〈amedaccjuuhanasida＞
5731．34［amedatt∫u：gododa］

うものである。各項目の見出し全体を3種類に分類して

→〈amedaccjuugododa＞

扱った。分割は1枚目（「その1」，例えば243図）がA．

6397，11［amett∫u：hana∫id句。］

の分類の（Dに相当する語形を扱い，2・3枚目（「その
2」，「その3」，例えば244図，245図）が分類の（2）に相

→〈ameccjuuhanasi−dejo＞

7333．97［アメダチュコッダ］→〈amedacjukodda＞

当する語形を扱っている。

7365．25［アメダチューコッダ］

D−1−1．語形の分割

記号化にあたり，伝聞表現の3項目に比較的共通して

→〈amedacjuukodda＞

見られる語形の後半部分を後部，残りを前部のように語

8300．81［ametteyu：9・tainai］
→

形を分割した。したがって，前部が「雨だ」「高い」「い

〈anlettqUUgOtai−nai＞

た」などに，後部が「そうだ」「という」などにおおむ

8303．70［アメチューグタッタナー］
→

ね相当することになる。

〈anleCjUUgUtatta−naa＞

分割を各項日ごとに例示すると以下のようである。

831295［amed3attsりhana∫id3a？］
→

《174》「雨だそうだ」

＜an、ezjaccuhanasi勾at＞

8342．32［ame3att∫uko33at］

→〈ame勾acquk・z勾at＞

C，関連項目

〈見出し〉→

前部

後部

〈amedasooda＞→

arneda

sooda

〈amesoona＞→

geda

関連項目について簡単にふれておく。

〈amedageda＞→

ame
ameda

推量表現（237〜240図）にはゴトアルの類が採用さ

〈amegeda＞→

ame

geda

ameno
ameda

jooda

rasii

〈amedaccaa＞→

ame
ameda

〈ame勾acci＞→

ame勾a

cci

＜amedaccikee＞→

ameda

ccikee

〈amedaccUo＞→

ameda

ccijo

〈amedaccjuu＞→

ameda

ccjUU

〈amedacuu＞→

ameda

し，将然態ではソゲという形が多く現れるのに対し，伝

〈amedacuke＞→

ameda

CUU
cuke

聞表現にはこれがまったく現れない。

＜amedattee＞→

ameda

ttee

〈amedattej

ameda

ttej

〈amenojooda＞→

れており，意味の広がりなどの観点で参考になる。

また，ゴトアルの類は希望表現（227〜231図）にも

〈amedahuuda＞→
〈amerasii＞→

現れる。

様態表現（241・242図〉には，A．の（1）の類と類似の
形が多く現れる。

伝聞表現では引用の形式が多く現れる。これは，第1
集32図「田中という人」が関連する。

ゲダの類がまとまった分布を見せるが，第4集で扱っ

た将然態（200，201図）にもゲの類が見られる。ただ

《176》「いたそうだ」は，第4集の過去回想表現a

o＞→

soona

huuda

ccaa

o

（特に190・191図「いたよ」）との関連を考慮したい。

〈amedatte句a＞→

ameda

tteqa

D．語形の記号化

〈amedaseu＞→

ameda

seu
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〈amedaccjoo＞→

ameda

ccjoO

＜amedatoo＞→

ameda

toO

〈見出し〉→
〈takaisooda＞

→

〈takaigena＞

→

〈takagena＞

→

〈taka導ooda＞

→

〈takaihuuda＞

→

〈takairasii＞

→

〈takeeccaa＞
〈takkaci＞

→

→

〈tagaicike＞

→

〈takaiqjuu＞

→

〈takaittee＞

→

〈tageeseu＞→
＜takaiccjo＞

→

〈takaitoo＞

→

《176》「いたそうだ」

〈見出し〉→
〈itasooda＞
〈itageda＞

→
→

〈ottagena＞

→

〈itε聖jooda＞

→

〈itahuuda＞

→

〈attamita巧a＞→
〈utaccja＞

→

〈ottacci＞

→

〈itaccjUU＞

→

→

〈edacukee＞

→

〈aratte句a＞

→

〈ottate句a＞

→

〈・ttaq・〉→
〈itatoO＞

→

→

e

〈idakkedoo＞

gena
gena

したものを「その2」（244図，248図，251図）と「そ

jooda

の3」（245図，249図，252図）として扱った。

huuda

「その2」と「その3」は次のように分類した。

rasii

・「その2」→後部の始めに現れる音が子音＋（j）a，i，
（j）uのもの

ccaa
ci

・「その3」→後部の始めに現れる音が子音＋e，ε，っ，

cike

q）oのもの，後部が母音で始まるもの

cjUU

したがって，おおむね，伝聞表現らしい形（ソーダ，

ゲダなど）は「その1」，引用的形式のうち，アイウ段

ttee

seu

のものは「その2」，エオ段のものは「その3」で扱わ

CC』O

れると見ればわかりやすいだろう。

toO

D−1−3．色の与え方

tOUO

以下のように地図ごとに色を与えた。
・「その1」（243図，247図，250図）

ソーダ類

榿

ゲダ類

赤

ゴトアル類

茶

ヨーダ類

水

フーダ類

緑

その他

紺

・「その2」（244図，248図，251図）
（c）cja，（c）ca，zaで始まるもの

ci，ziで始まるもの
ti，（N）di，（N）ri，ni，siで始まるもの

USa

（C）qlu，勾Uで始まるもの
（C）CU，ZUで始まるもの
（t）tu，du，suで始まるもの

・「その3」（245図，249図，252図）
（t）te，deで始まるもの
cε，ce，se，ze，zε，neで始まるもの

（C）（jo匂0，匂0，（恥で始まるもの

to，（d）doで始まるもの
（c）CD，co，zo，hoで始まるもの

このように分割した後部をもとにして，扱う図を分類
し，図ごとに色を適用し，さらに各図の色ごとに記号の

榿赤水茶緑紺

〈ottattee＞→

A．「採用の範囲」において，（1）に分類したものを「そ

の1」（243図，247図，250図）として扱い，（2）に分類

ψ謹謙御伽

〈？utaNtisa＞

D−1−2．地図の分類

sooda

赤榿茶水緑紺

〈ottaras藍i＞→

以下に後部の形に基づき，概要を説明する。
後部

a
aa 加
鶯灘盤畿・叩・㎝

→

瀞跳慧画論僧誰㎜麗臨

〈takaitoijo＞

鰹盤㎞器丁丁一門盤器器

《175》「高いそうだ」

後部による記号化の方針は「雨だそうだ」「高いそう
だ」「いたそうだ」の3項目に共通して適用している。

i，ejujoで始まるもの

D−1−4．形の与え方

各地図で色ごとに適宜形を与えた。おもな語形につい

形と塗りつぶし方を与えた。
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正三角形

ソーンヤ

平二等辺三角形

ク

ソーヤ

二等辺三角形

〃

ソーナ

涙滴三

ソー

階形

ゲダ

正三角形

ゲナ

涙滴形

ク赤〃

ソーダ

ト

榿ク

・「その1」（243図，247図，250図）

ル

ユ

一

チ
ダ
ダシ
ケタ トナ
一一 コハケタ サ
ユユ一一一ツツウウ
チチツツツツ ツ ト ド
クク緑〃ククク紺ク

て方針を記すと以下のようになる。

涙滴形
菱形
円形

長方形
正方形
涙滴形
菱形
円形

曲玉形

ク茶水ク

・「その3」（245図，249図，252図）

いちょう形

ゴトアル

爪形

ヨーダ

正三角形

ヨージャ

平二等辺三角形

ク

ヨーヤ

二等辺三角形

ク

テケ

曲玉弓

ヨーナ

涙滴形

ク

テラ

矢印形

ヨーナフーダ

花びら形

ク

テヨー，テユー

紡錘形

フーダ

正三角形

〃

テヤ

平行四辺形

フーンヤ

平二等辺三角形

ク

テイッタ，テイッテル

菱形

フーヤ

二等辺三角形

ク

アヘツアフ

爪形

フーナ

涙滴形

テイッテタ

小刀型

ラシー

小刀形

ツェ，セウ

円形

ミタイ

リボン形

チョー

円形

ニカーラン

三つ葉形

チョテコトダ

長方形

シコ

鍵穴形

ク

グアイ

二形・細下形

ク

ギサ

円形

ク

ク

チャゲ
アンベ

〃

〃

〃緑〃
〃

ク
ク

ク赤水ク茶ク

ク紺〃
ク

榿〃

ゲ＋その他

テ

円形

テコトダ

長方形

テチ

いちょう形

円形

トヨー，トユー

紡錘形

トヤ

平行四辺形

曲玉形

ク

トユーコト

長方形

蝶形

ク

トユーハナシ

正方形

トユッタ

菱形

ツオ

円形

ク緑紺ク

トー

・「その2」（244図，248図，251図）

赤

チャ，ザ

円形

鐙

チ

円形

イ，ユー

円形

イッタ，ユッタ

菱形

ユーテイタ

小刀型

ク

チケ

涙滴形

ク

チユー

紡錘形

チユータ，チイーヨル

菱形

以上からも理解されるように，各地図の中で共通の形

円形

が異なる色で現れるものがある。以下に一部を見出しへ

ク
茶

テイ

ク

曲玉型

の統合レベルで例示するが，それぞれの語形末尾に類似

〃

アイユー

紡錘形

性が確認されるだろう。

ク

ディイータン，シッタ

菱形

地図

後部

水

チュー

円形

その1

soona

ル

チューコトダ

長方形

ク

gena

ク

チューハナシダ

正方形

ク

ク

チューサ

曲玉・形

ク

huuna

形

涙滴形
〃
ク

142一

joona

色榿赤水緑

テイサ

ク

ク

geda

ク

jooda

ク

huuda

〃

soo勾a

ク

joo勾a

〃

huu勾a

ク

sooja

ク

jo（オa

ク

h呵a

その2

cike

ccjuke

ク

その3

tteke

その2

tisa

ccjuusa

ク

〃

t（加u

ク

ttetta

ク

tojutta

D−1−5．

ti，（N）di，（N）ri，ni，siで始まるもの

（C）cju，勾Uで始まるもの

〃
〃

（C）CU，ZUで始まるもの

〃

（t）tu，du，suで始まるもの

平二等辺三角形

（t）te，deで始まるもの

〃

cε，ce，se，ze，zε，neで始まるもの

〃

（C）cjo，勾0，可0，（UOで始まるもの

二等辺三角形

to，（d）doで始まるもの
（c）co，co，zo，hoで始まるもの

〃

i，ejujoで始まるもの

ク

D−2−3．形の与え方

涙滴形

詳細図の説明で記したおもな語形について方針を記す

〃

と以下のようになる。

ク

曲玉形
〃

紡錘形
〃

菱形
〃

塗りつぶし方・方向・補助記号

塗りつぶし方は，後部の形態を記号で区別するために
以上の手続きで後部に基づいて与えた記号に対し，各
項目ごとに前部で方向と補助記号を与えた。その方法は，
各図の説明で扱う。

涙滴形

ゲダ類

曲玉形

ゴトアル類

爪形

ヨーダ類

菱形

フーダ類

二等辺三角形

ラシー

鳥型

ミタイ

扇形

総合図（246図）を作成するにあたって《174》の詳
細図（243〜245図）の見出しを大幅に統合した。統合

：二形

シコ

若葉形

グアイ

三つ葉形

ギサ・チャゲ類

円形

アンベ類

D−2．総合図の記号化

矢じり形

チャ

あやめ形

ザ

傘形

チ・チケ・チユー・チユータ・チイーヨル長方形

の一覧は，解説書の巻末の総合図統合一覧に表4として

ティ・ティサ・ディユー・ディイータ

挙げた。

D−2−1．色の与え方

平行四辺形

シッタ

矢印形

チュー・チューケ・チュータ・チュートルノ」・刀形

詳細図における後部の分類との対応で示すと，総合図
では次のように色を与えた。

ソーダ類

ソーダ類

赤

物心ーラン

適宜与えた。

詳細図の分類

榿

〃茶ク〃〃ク〃〃〃〃水ククク〃クク〃緑

その3

tt（麺uu

正三角形

ク〃ク〃緑 ク 〃 〃 〃 紺

〃

赤水緑榿水緑榿水緑榿水榿茶水榿茶榿茶

sooda

ク

総合図の色

ッー・ツッケ・ツッタ

リボン形

トゥ・ドゥサ

欠け正方形

テ・テチ・テケ・テラ・テヨー・

榿

テユー・テヤ・テイッテル

正三角形

ゲダ類

赤

〃

ツェ・セウ

V形

ゴトアル類

〃

ク

チョー

いちょう形

ヨーダ類

茶

〃

ト・トヨー・トユー。トヤ

紡錘形

フーダ類

ク

〃

ツオ

蝶形

その他

〃

紺 イ・ユー・イッタ・ユッタ・ユーテイタ線記号

（c）cja，（c）ca，zaで始まるもの

水

ci，ziで始まるもの

ク

D−2−4．

塗りつぶし方・方向・補助記号

塗りつぶし方は適宜記号の区別ができるように与え

一143一

採用している。

た。

6620．15［amedaηena］（ゆ）〈年寄りのことば，稀〉

方向と補助記号は前部に相当する部分で与えた。その

採用条件にあわない同席者の回答であるため以下の回

方法は，各図の説明で扱う。

答は採用しなかった。

D−3．凡例における記号の並べ方

5670．47

詳細図・総合図ともに，上記の後部の順を優先し，後

［Φuruttezo］

6519．90［アメヤゾチュウゾヨ］

部ごとに前部の異なりが現れるように配列している。

一方，以下の回答は参考話者扱いで採用した。
6375．28［ameto＝］〈子供の時に聞いた老人ことば。

9．2，青図の説明

自分は使わない。＞

243図
244図
245図
246図

662g，13［amedattteiter両。］（丸熊二氏の回答）

雨だそうだ一その1一
雨だそうだ一その2一
雨だそうだ一その3一

〃

［amedattej

o］（丸熊二氏の回答）

7331．32［amet∫iijo？gota？］（同席者の回答）

7373．31［ametettai］（同席者の回答）

雨だそうだ一総合図一

6375．28については，上の世代が使ったと見た。その他
の地点の同席者については参考話者扱いで採用すること

〔語形の採用と統合〕

「雨だ」にあたる断定の内容を伝聞表現として伝える
際にどのような語形が現れるかを見ようとした項目であ

が決まっている。

終助詞の付かない同形が併用回答にあるために不採用
としたのは，以下の回答である。

る。調査にあたっては，次のような質問文を設定した。

1739，28［amedaso：d勾。］

「天気予報ではあしたは雨だそうだ」と言うとき，

3777．19［amedaso＝da：na：］

「雨だそうだ」のところをどのように言いますか。（「雨

ク

が降るそうだ」にあたる形は採らない。）

［ameda：dz伽na：］

3796．26［amedadz山：dze］

採否の方針は「伝聞表現の概要と記号化」A．を参照の

5590．74［amedagenade：］

こと。ここでは，まず，語形の採用に関して，不採用と
した回答を中心に説明する（一部，「伝聞表現の概要と

5597．68［アメヤソウナナー］

記号化」と重複する）。

6475．60［アメゲナゾ］（強め）
6642．32

GAJ全体の採用条件にあわないことで不採用とした

［amedatt∫o：zeN］

6642，57［amedatt∫oJo］

のは，以下の回答である。

7503．32［amera∫i＝nora］〈ゲナは使わない。〉

4701．13［amedaso：da］〈若い人たちが使うようにな

伝聞表現全体の方針に従い，推量表現が用いられてい

つた。＞

る以下の回答は，不採用とした。

5721．76［amedado］〔ゆ〕〈聞くこともある。＞

6348．34［amedaso＝na］〈自分は言わないが，時々聞

0724．21［amedene：ganaコ

1743．81［amedene：ndabega］

く。＞

6642．32［amedaηena］（ゆ）〈昔，女の人が使ったが，

〃

［amedenendabega］

2743．86［amedabemona］

今は使わない。＞

638328［amenaso：na］〈？〉（一人でつぶやくように

2751ユ0［amedene：gana］
5539．15［am〔オaroma］

言った。）
7305．22［amette：na］＜漁業者のことば＞

5675．36［amedambe＝］

7408．46［ame3atte］（ゆ）〈農家では言う。〉

5720．84［amedambe］
6497．57［amed3arona：］

［alne3切u：de］＜女のことば＞

7305．22の話者は公務員である。7408．46の話者は男性で

6613．68［amezu吻。］

663997［amedappeJo］

かつ農家ではない。

なお，次の回答は話者自身も使用者に含まれると見て
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7403．40［amedaro：］

2086．03［amid両a巾：nsaru］

5615，67［ameged句。］→〈amegedajo＞

以上のうち7403．40は四国であるにも関わらず「ダ」が

6477，12［アメゲナデ］→〈amegena−de＞

現れている点には注意しておきたい。

6479．95［アメラシーゼ］→〈amerasii．ze＞

次の回答も推量表現に準じて不採用とした。

フーダ，ゲダ，ゲナ，ラシー＋終助詞として扱った。い

6477．12［アメヤラワカランデ］

ずれも終助詞として扱った形（また類似の形）が引用形

なお，以下のような推量（もしくは推定）の内容を受

式に基づく伝聞形式として扱われることがあることに注

ける伝聞表現も採用しなかった。

意したい。例えば，4638．01では併用語形を次のように

6497．57［amed3arot（加：totta］

扱っている。

7356．77［アメジャローチューキー］（伝聞の時はチ

4638．01［amedadzε：］→〈amedazεε〉

ューキー（「と言うのだ」の意）が付く。）
ク

断定・詠嘆にあたる以下の回答も採用しなかった。

［アメラシイチューキー］〈新〉（〃）

1725．35［amedana：］

1271．05［？am麺anljaNpariro：tit∫i？i：taθiga］

1799．94［ameda：］

ただし，以下は，推量の内容を受ける可能性はあるが，

3730．43［ameda戸a］

ゴトアル類への接続の形と見て採用した。

4628．23［amedano：］

7320，95［ame3aro：gotarubai］

5761，80［ameda］

7340．42［ame3aro：gota：］（推量要素が多く，伝聞要

6533．61［am句ana：］

素は少ない。）

7407．66［ame3ano：］

ただし，7340．42の注記には注意が必要である。関連語

I169．62［？amUassa：］

形に「高いそうだ」における
《175》

7249．35

3730．43については［amedatteeta

［takkarogotaru］

a・］が併用回答に見ら

れることからリャを終助詞と判断した。ただし，隣接の
山形県でリウが「言う」を表すことが知られている点に

がある。

次の回答は疑問文になっているとみて採用しなかっ

は注意したい（『山形県方言辞典』，651ページ）。

次は断定ともとれるし，引用形式のヨが付いたとも見

た。

2076．96［amig勾arunga∫a：m］

られるが，後者の場合は引用の内容が過去の内容を受け

2076．96は，疑問の係助詞（gajaruのga）が文中に現れ

ていて質問文脈に適合しない。そこで採用しなかった。

ているものと見られる。

5690．28［amedatt勾。］

次の語形は複合的な形式（ヨーダ＋フーダ）が現れた

以下の待遇（丁寧）形式も不採用とした。

ものと見て採用している。

7331．32［amet∫ii噸orasu］

7339，76［ame3aso：desu］〈上〉

7334．34［ame刈onaΦu：3a］

この項目では，冒頭に挙げたように質問文（調査票）

以下もそれに準じて，ゴトユーを伝聞表現を表す形式
として扱ったが，引用の内容が様態であることも考えら

において，「「雨が降るそうだ」にあたる形は採らない。」

れ，取り扱いに気を付けたい。

という指示を行っている。そこで，「降る」「降り」を用

7269．52［ameNgot（加waz：ai］

いた以下の回答は採用しなかった。もっとも形式上は体

→〈ameNgOtOjU−WaZZai＞

言的性格を有する連用形の「降り」や体言の「雨降り」

7381．02［ameNgo両u：bai］→〈ameNgo両uu−bai＞

を用いた形は参考になるだろう。

なお，7269．52の語形は伝聞表現全体の統合方針に準じ

1801．80

てwa以下を終助詞の扱いにした（「伝聞表現の概要と記

2784．51［ameΦωr〔hdzεコ（？，

号化」B．参照）。同時にこの語形はユワスのような待遇

2793．04［ameΦ山r血eNtadzε］（？）

の形が用いられていると可能性もあるので，注意が必要

2794．15［ameΦ山rTdadzε］

である。

3702．37［ameΦ山ddadz血d3a：］

［arneΦulrulte］

3705．92［ameΦ前r山dzε］

一方，以下のような場合は，
4638．01［amedaΦudadzε］（ゆ）→〈amedahuda−zε〉

3734．14［amε＝Φ曲r山ttera］
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amedadzεが適当）

3752．13

5679．04［amedatojo：］〈昔の言い方。テレビなどで

ク

［arneΦuridadoja］

聞いたとき。〉

［ameΦuridabeon］

〃

3785．94［ameΦ田ruldz田］

油性が強い。）

4658．69［ameh山rlmldaεdana：］
4704．45［am⑳田rldadoj

6422，93［amerasY］

a］

ク

4721．45［ameΦulr冨dat∫ul：k弓］

［amedagena］〈人から直接聞いたとき〉

次に語形の統合について説明する。

4733．35［ΦUlrUI］（「雨」の部分がどうしても出なか

まず，表記の統合について説明する。

つた。アシタワフルである。）
5539．80

［amedat∫lkena：］〈友人から聞いたとき〉（伝

以下の語形に見られるソウは〈soo＞に統合した。

［an耳aΦulrultoine］

5547，42［ameΦ田℃toine］

5567．46［アメヤソウヤ］

5740．88

5577．88［アメジャソウナ］

［Φuruttsutta］

ク

5587．74［アメジャソウジャ］

［Φukka∫inne＝］

6267．09

5597．68［アメヤソウナ］

［φut：∫agena］

6519，09［アメヤソウヤ］

6409．00［アメフリダソーダ］
642194

次の語形のイウは〈juu＞に統合した。

［a1皿eりaΦurisoJana：］

6433．00

6508．60［アメヤッテイウゾ］→＜am句attejuu−zo＞

［Φurisa＝na］

以下の語形に見られるtjjuは，表記レベルでt∫uに統

6509．07［アメフリジャナイカ］

合し，音声レベルで〈cju＞に統合した。

6536．18［alneηaΦuruUena］〈少＞

6593．00［ameΦurund3anaika］〈アメジャソーナは言

6603，68［amedatt幻ujo］

わない。＞

次の語形では無声化した母音を補充した。

7339．04［ameΦuruto：］
7345．53

5679．69［amedat∫k￠laコ→〈amedacike−ja＞

［anユegaΦurut∫u：do］

7405．10［ameηaΦuriso：na］（ame3aso：na等の有無を

次に音声の統合について説明する。

以下の語形に見られるθoは，音声内容にθoを出し，

尋ねたが，無いとのこと）

見出しでは〈so＞に統合した。

7416．34［amegaΦurujo：niju：no：］

ク

5695．47［ameda毛t∫ju］．

7450．19［amed3aθo：na］

［amegaΦurqt∫uwa］

1221．48［？ami：Φuingit∫a］

7460．39［amed3aθo：na］

1231．72［？ami：puindido＝］

7460．98［amed3aθo：na］

2072．20

7462，00［amed3aθo：na］

［amiΦurundidundudu］

7471．38［amed3aθo＝na］

2074．69［amiduΦuigoharusa：］
2076．25

南九州で共通語の力行に対応すると考えられる位置に

［amlinduΦo＝to：］

。音が報告されているので，注意したい。

2085．16［amiduΦuingisaru］
2150．17

8361．42［amedatsudaηara］

［alninudufuゴfttju］

関連して，「雨になる」を用いた回答も採用しなかっ

ただし，次のηは注記に留意が必要である。
7383．98［ameηotaruna：］（ameqgotaruが早口で言わ

た。

7405．10

［a111eninariso：na］

1270．26

［？am董naindi？ksa：］

れて，gがηに集約されて聞える。）

終助詞の融合形については以下のように仮想した。
733！．32［ametettai］→〈ameteci＞

その他，「天気が良くない」も不採用とした。
3702．37［teNkYeg山nedz曲d3a：］〈古，老年層のみ使

7341．21［ametebbanta］→〈ameteci＞
7373，31［ametettai］→〈ameteci＞

用〉

なお，以下の回答は注記に留意が必要であるが，質問

7340．42［ametebbai］→〈ameteci＞
7363．12［アメテッタイ］→〈ameteci＞

文脈から大きく外れないとみて，いずれも採用した。
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7374．12［アメテッタイ］→〈ameteci＞

続助詞スケが用いられる地域とはやや離れるのでそれと

8352．61［ame3arogoaddo］（？）→〈ame勾arogoat＞

は無関係であろう。

ただし，以下の回答は，融合していることが考えられ
るが，仮想せず回答語形のままで記号化した（「伝聞表

次も不明であるが採用した。鹿児島の方言集にあたっ
てみたが，見あたない形であった。

現の概要と記号化」B．参照）。

8352．08［amed3a匂091d3addo］

2771．97［amedaQterε］
2791．57［amedatesabeterε］
ク

〃

［arnedatesl血terε］

→〈ame勾a噸ohi勾a−ddo＞

同地点の《175》でも類似の［tak句ogld3日目do］が回答さ

れた。あるいは，ヨヒは「由」であろうか。

［amedaterε］

次は

3723．31［amedatterε：］

2068．07［amiti：gimunu］→〈amitiigimunu＞

3716．48［amedatter毘］

補間直仁『琉球方言文法の研究』（693ページ）に見ら

3725．49［amedaso：dε：］

れるbuslgimunu（〜しそうだ。様子）とあるものに関

5566．95［アメヤソーニャ］

また，以下のような回答も仮想せず，回答語形のまま

連すると見て採用した。ただし，当該項目のねらいとは
多少ずれがあるかもしれないので，注意が必要である。

で記号化している（「伝聞表現の概要と記号化」B．参

以下は，「塩梅」であろうか。採用している。

照）。

022896［？a荊nu？ambed3aga］

4706．43［amedattsa＝］
5631．78［amedattsa：］

0276．51［？aml？ambε］

0276．51では，類似語形が《175》《176》にも見られる。

説明を要すると思われる語形を挙げる。

次の語形では，

次の語形は，ゲダ類（ゲナ）からの変化を考慮して採
用した。

5597．42［アメヤエナ］→＜am（オaena＞

この地点ではくamejagena＞と併用で回答されている。

0228．96

見られることから採用した。また，様態表現の241図と
242図にも類似形が認められる。
次は琉球としてはやや特殊であるが，

ている。同時に《175》《176》では近隣の5579．79にも

見られる。ゲナからの変化を考慮して，〜エナまでを記

2141．52［amisauna］→〈amisauna＞

《174》《176》にも〜saunaが一貫して現れ，採用して
いる。

次もゲナの仲間と見て採用した。
7269，52［ame切a：na］→＜amegjaana＞

《175》にも類似語形が回答され，同様の扱いを行っ

〈awNYqagesaka＞

末尾のカは不明だが，類似語形が同地点で《175》にも

また，《175》《176》にも類似語形が同地点で回答され

号化対象とした。

［？a》ウTt∫agesaka］→

以上のように採否と統合を行い，詳細図（243〜245
図）の見出しを決めた。その上で総合図（246図）にお
ける各見出しは，詳細図の見出しを巻末の総合図統合一
覧の表4のように統合した。

た。

次では

〔語形の記号化〕

375α64［amedadosε］→〈amedado−sε＞
4647．69［ameratose］→〈amerato−se＞

sεやseを終助詞として扱ったが，「言う」にあたること
も考えられるので注意したい。

次の回答は不明であるが採用している。

語形の前半（前部），すなわち「雨だ」に相当する部

分に基づく方向と補助記号の与え方を詳細図（243〜
245図）・総合図（246図）それぞれについて，一覧の形
で提示する。それ以外については，「伝聞表現の概要と
記号化」D．を参照のこと。

4761．07［amedasuIke］〈多〉

同地点の《175》では，類似の［tag訓s甲ke］が回答され，

以下，適宜分類しながら示すが，この分類は必ずしも
語源的な分類ではなく見かけの類似によるものである。

複数の方向が与えられているものは，記号の区別のた

〈s甲keは「と言ったっけ」の意味か？〉という話者の注

記が見られるものである。「と言う」にあたるズ＋過去

めに適当に使い分けているものである。

回想のケからの変化かもしれない。なお，原因理由の接

方向で区別がつかなかった場合は，次の例のように記

147一

号の上に1本線の補助記号を与えることで区別した場合

採否の方針は「伝聞表現の概要と記号化」八で述べた
ので，参照のこと。まず，語形の採用に関して，以下で

がある。

246図

は不採用とした回答を中心として説明する。

AMECI■

GAJ全体の採用条件にあわないことで不採用とした

AMICI■」
補助記号は，仮に円記号に付けたと想定して示し，記

のは，次の回答である。
6540．79

号に方向を与えた後で与えている。

ここに挙げたものはすべての語形ではなく，類似の形

雨ダ

上，下

雨ジャ

ame勾a，ameZjar・等

右上左下，右下

雨や

am句a，amOaN等

雨ナ

amena，amenaa
amenaNda，ameraNda等

丁TJ

amenO，ameN，aW りlnU
雨（243図）ame．ami，aalni，amii等

上

雨ノ

補助記号

軋軋軋軋ひ糺σ勧

方向

alneda，ameNda，amera等

左右上上上

語形例

takaigedaは不採用とした。なお，

化」B．参照）。

採用条件に合わない参考話者による以下の回答は採用
しなかった。
5463，73

［takaiΦu：da］

ク

［take：t∫o］

ク

［take：t∫owa］

AMEDA

雨ジャ

AMEZJA，AMEZJARO

雨や

AMEJA，AMIJAN，AMIE

雨ナ

AMENA
AMENANDA
AMENO
AME（榿・赤・茶）
ク

（水・緑・紺）

AMI瞠・赤・茶）
〃

（水・緑・紺）

左

の回答）

補助記号

帆糺勧軋ひ軋σ勧u勧

雨ダ

方向

上上

語形

上右左右上下上左下右

分類

6629．13［takε＝so：da］（丸熊二氏の回答）
7331．32

［takkat∫iJo？］

終助詞の付かない同形が併用回答にあることにより，
以下の回答は不採用とした。
3773．12

［tagε：dztα：na：］

4714．60

［tagε＝so：〜dado］

5590．74

［takεe＝so：nade：］

6495．07［タカイゲナゾ］
6498．50

［taka輻。：dεしjo＝］

6583．30
ク

247図
248図
249図

takagedeは，終助詞融

合形としての扱いは行わない（「伝聞表現の概要と記号

5670．47［tagettesou］（再調査による。忠地まつの氏

246図

雨ノ

［takagede］（［takaigeda］を訂正して言う。）

一方，以下の回答は，参考話者の扱いで採用した。

雨（244図，245図）ame．ami，aami等左

雨ナノダ

［takaigeda］

ク

243〜245周
分類

〈？〉

次の場合は，
5615．20

態については，適宜この一覧に準じて扱っている。

雨ナノダ

［taka勾。：da］

8313．72

高いそうだ一その1一
高いそうだ一その2一
高いそうだ一その3一

［takaira∫ima：］
［takaiso類ana：］

［takegenaga］

伝聞表現全体の方針に従い，推量表現が用いられてい
る以下の回答は，不採用とした。
1743，81

1868．21

〔語形の採用と統合〕

形容詞「高い」が表す内容を伝聞表現として伝える際

4694．72

［takaindene：ga］

［takaindene：beka］
［ta：kεtenekka］

にどのような語形が現れるかを見ようとした項目であ

5549．32

［takatηad3anatka］

る。調査にあたっては，次のような質問文でたずねた。

6584．38

［takait∫ulJanaika］

「あの人の話では，東京はずいぶん物価が高いそうだ」

7347．54［タケーチュージャネーカ］

と言うとき，「高いそうだ」のところをどのように言い

このうち，6584．38，7347．54は問いかけの表現かもしれ

ますか。

ない。不採用にはかわりないが，末尾の「ではないか」
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を除くなら伝聞表現としての形式は参考になる。

なお，次の語形も推量表現が入りこんでいる可能性は
あるが，

724935

［takkarogotaru］

7383．98

［takkana：］

7407．66

［takain3ano：］

2072．20

［tagaduaru］

ただし，「高いそ」にあたるようにも見える以下の回

ゴトアル類への接続の形とみてこのまま採用した。関連

答は，引用形式に基づく伝聞表現として扱っている

語形が《174》にも見られる。

（「伝聞表現の概要と記号化」A．参照）。

次の場合は，

3725．49

5463．73［takaidagena］〈takaiはtake：とも言う。〉
〃

［takaid3agena］

〃

［takaito］

ク

〈〃〉

6490．31

〈

〉

5615．67［takageda］〈自分で確認した場合〉（不適

で，takaiをtake：に置き換えた形は採用していない。

か。）

以下の語形は複合的（ソー＋ラシー，ソー＋ゲ，ヨ
ー＋フー）な形式が現れたものと見て採用している。

ク

考えられるので，採用しなかった。

［takaiso＝rasi：zo］

〃

6575．43

［takε：Φ田：da］（ゆ）〈人から聞いた場合＞

takagedaは話者の注記により，質問文脈に適合しないと

［takaiso：ra∫i：］

1868．21

［negae：gena］

次の場合，

注記に合わせた語形が回答されていない可能性があるの

1739．28

［takaizo：］

なお，「値が良い」を使った回答は採用しなかった

〈ク〉

［takaid3ato］

［tagε：dzoa：］

5720．84

語形の統合について説明する。

［takejo：naΦul＝dazo］

まず，表記の統合について。

［takaisojagena］

以下の語形に見られるソウは〈soo＞に統合した。

なお，1868．21では末尾のzoは終助詞として扱ってい

5567．46［タカイソウダ］
ク

る。

この1868．21の扱いは，以下のような回答をヨーダ，

［タカイソウヤ］

5568．14［タカイソウダ］

フーダ，ソーダ，ゲナ，ラシー＋終助詞として扱ったこ

5577．88［タカイソウナ］

との延長線上にある。いずれも終助詞として扱った形

5587．74［タカイソウジャ］

（また類似の形）が引用形式に基づく伝聞形式として扱

5588．78［タカイソウジャ］

われることがあることに注意したい。

5595．89［タカイソウジャ］

186821

［taka導。：dazo］

3722．42

一→

〈takaサooda−zo＞

［taga弓joNtadzIIId壁a］

4638．01

［takε：Φu：dadzε］

4652．79

［takε：so：d句。］

→

→

→

5597．68［タカイソウヤ］

〈taga句oNta−zudea＞

5660．50［タカソウヤデナー］

＜takεεhuuda−zε＞

6516．13［タカイソウジャ］

〈takεεsooda＝jo＞

6519．09［タカイソウヤ］

5660．50に見られるタカソウについては後で説明する。

6485．49［タカイゲナゾー］→〈takaigena．zoo＞
6623．54
ク

6720．23

［take：ra∫i癖。］
［take：so：d司。］

→

［takaiso：dalo］

次もコウを＜koo＞に統合した。

〈takeerasiijo＞
→

→

5660．50［タケエーシコウヤゾ］

＜takeesooda二jo＞

〈takaisoodajo＞

→

なお，4638．01は［takε：dzε］と併用であり，この併用語

〈takeesiko（オa−zo＞

またタケエーはtakeeに統合している。なお，この地点

形の場合はdzεを引用形式に基づく伝聞表現の形式とし

は伝聞のシコ類が見られる地域（出雲）とは異なるが，

て扱っている。《174》でも同地点において同様な手続

語形の類似性に注目して採用した。《176》にも類似語

きで語形を扱っている。

形が見られる。

以下の語形に見られるtj〕uは，表記レベルでt∫uに統

断定（言い切り）や詠嘆にあたる以下の回答も採用し

合し，音声レベルで〈cju＞に統合した。

なかった。
3730．43

［tage：nda

a・］

7367．69［タケー］

一149一

5695．47

［takai妊ju：］

6603．68

［takaitt∫jujo］

以下の語形に見られるtyuは，表記レベルでt∫uに統合

《174》の語形［ameηotaru］が，7219．50については，
同地点の《170》［ameηgoatru］，《177》［Φu3isannogotar響］

した。

が参考になる。

7391．41［takkatyuwai］
8300．81

なお，以下のような回答は，融合していることが考え

［takkatyuna：i］

次の語形ではt∫のあとに無声化した母音iを補充した。
5679．69

［tagait∫kena］

5780．84

［tagait∫ke］

られるが，仮想せず回答語形のままで記号化した（「伝
聞表現の概要と記号化」B．参照）。

次の語形に見られるτgaは，表記レベルで：Ngaに統合

2761．66

［tagεdzt血hanas亡αdε］

2785．15

［tagεΦ山Ntε］

2791．57

［tageQterε］

し，音声レベルで〈Vηa＞に統合した（V＝母音）。
7462．00

［takaitsu『ga］

→

また，以下のような語形も仮想していない（「伝聞表

〈takaicuu一りa＞

現の概要と記号化」B参照）。

次に音声の統合について。

以下の語形に見られるθoは，音声内容にθoを出し，
見出しでは＜so＞に統合した。
7414．61
7422．56

［takaiθoma］

［重agε：dza：］

4706．43

［tagεttsa・］

5673．18

［take：ttsa：］

説明を要すると思われる語形を挙げる。

［takaiθo：na］

7433．61

3725．49

次の語形は，ゲダ類（ゲナ）からの変化を考慮して採

［takaiOo＝na］

用した。

744626

［takaiθo：na］

7450．19

［takaiθo：na］

5597．42［タカイエナ］→〈takaiena＞

7460．39

［takaiθo：na］

5579．79［タカイエナゾ］→＜takaiena−zo＞

746098

［takaiθo＝na］

《174》《176》にも類似語形が同地点で回答されてい

747L38

［takaiθo：na］

る。ゲナからの変化を考慮して，〜エナまでを記号化対

次の語形に見られるtjuは，見出しでも〈加〉に統合

象とした。

次もゲナの仲間と見た。

した。

7269．52

5661．77［take＝ttju：wa］→〈takeet巾u−wa＞

南九州で共通語の力行に対応すると考えられるり音が

報告されている。注意しておきたい（第2集解説書20

［taka∫a＝1gεしlav］

→

［takkagotanne：］
［takkatettaijo］

7350，54

［takkatettau］

736138

［takakattettai］

aana＞

→

一う

→

→

［tak：at：∫u：ta：］

「〜と言った」にも類似するが，末尾のターは終助詞と
見て，＜takkaccjuu−taa＞に統合した。なお，同地点の

〈takasjaarg句av＞

《176》に［ot：at：t∫u：ta：］があり，〈ottac（juu−taa＞に統合

終助詞の融合形については以下のように仮想した。
7331．32

〈takkagj

《174》にも類似語形が回答され，同様の扱いを行っ

7259．54

次のvはそのまま見出しに出した。

7219．50

→

た。

［takkatsu疋〕ara］

2068，07

a：na］

次の語形では，

ページなど参照）。
8361．42

［tak：aqj

〈takkagotaru＞

している。

次の語形は，

〈takkateci＞

4721．45

〈takkateci＞

［taggalttan芝ミja］

→

〈taggaitta−nεja＞

「高い（と）言ったねえ」に相当すると見て，採用した。

＜takakatteci＞

あるいは，「高いじゃないの」の可能性もある。そうだ

7363．12［タキャーテッタイ］→〈takjaateci＞
7374．12［タキャーテッタイ］→＜takjaateci＞

とすれば，不採用となるが，関連項目にも手がかりがな

7383．98

かった。

［takkagotanna：］

→

＜takkagotaru＞

7331．32，7350．54，7361．38，7363．12，7374．12について

次は，〈wa＞以下を終助詞とした（「伝聞表現の概要
と記号化」B．参照）。

は，

7460．22［takaiiwa：na∫i］→〈takaii−waanasi＞

7362．09［タキャーテチナー］

が参考になる。また，7383．98については，同地点の

次は，〈da＞以下を終助詞とした。ノダの類は，第4

一150一

集までの方針を引き継ぎ，終助詞に準じて扱った。
2751．10

［tagaientadana：］

→

0275．97

〈tagaieNta−danaa＞

『奄美方言基礎語彙の研究』930ページで徳之島亀津に

次の語形は，
6603．52

［ta：Ugane∫u：sεJa：］

見られるガニ・ガニシゥ（様子）に関係する語形であろ

［takaiηeno：］

→

＜takaiηenoo＞

う。見出しはくtaaNgane釦uusajaa＞としているが，この

このように統合したが，末尾のノーは終助詞の可能性も

ようなサの扱いは，伝聞を表す〜ティサなどに準ずるも

ある。

のである。また，

以下の語形は不明であるが，
3781．21

1270．26

［tagaes中kena］

→

＜takasaNdi？iisaa＞

のサを終助詞として扱わないのも同様である（「伝聞表

4761．07［tagais甲ke］〈sΨkeは「とデったっけ」の

現の概要と記号化」B．参照）。

意味か？＞

0276．51［ta：mbe］

4761．07では，類似語形が《174》にも見られる。

類似の形が同じ地点の《174》《176》にも見られる。
「高（さ）塩梅」に基づくのかも知れない。

《174》（243〜246図）の説明も参照。

2151．21

次の語形も不明であるが，
8352．08

［takasandi？i：sa：］

［tak〔之jogld3addo］

→

［taka：taka：ttsa：］

→

〈takaatakaaccaa＞

〈takejohi勾a−ddo＞

このように語幹相当の部分を繰り返す形は，必ずしも強

同地点《174》に類似語形が見られるものである。

調の表現ではないらしい。ここでは，繰り返し部分をま

その他，タカソーのような形が回答され，これらを採
5462．29

ク

とめず統合している。
次の回答では，

用している。

2076．25［takasar両。：su］〈語源は「高さる様子」〉

［takasa：na］

話者の注記は参考になるが，特に不採用とすべきもので

［takεe＝sa：na］〔ゆ〕〈takasa：naと同じ〉

（takasa：naは推量ではないかと思うが，話者は

はなく採用している。

次は語末の

takasa：naとtak田：sa：naは同意だと言う。）

0228．96

5617．85［タカソーダ］

［ta：kat∫

agesaka］

5646．90

［takaso：da］

末尾のカは不明だが，類似語形が同地点で《174》にも

6482，27

［takaso：nano：］

見られることから採用した。

5462．29の話者の注記にも見られるように接続の形だけ
から一概に「推量」であると決めることは難しい。なお，

次は「（高い）風情」であろうか。採用し，θaはくθa＞
に統合した。

他項目，中でも《174》「雨だそうだ」と対比してソー

1271．05

の前の形態が体言相当（《174》アメ（ソーダ）に対し，

→

2074．69

→

は確認されない。

学院大学日本文化研究所（1990）「琉球竹富島の方言』

い」＋終助詞＋伝聞形式）もそのまま採用した。
→

133ページに見られるta：s6：sadaru（高いようだ）に関係

〈tagεdottcjuu＞

するものであろう。

6573．32［takaineto：］〈相手に訴える言い方〉
→

2086．03

〈takainetoo＞

［ta：so：sattudura：］

次は琉球としては特殊な形であるが，この地点では

6573．32のneはネンに相当するものであろう。

214152

琉球では次のような語形が見られた。いずれも採用し

［takataisauna］

→

〈takataisauna＞

〜saunaという形が伝聞表現の項目に一貫して現れてお

ている。
0248．01

［takaru：de∫ikarusa：］

〈takaruudesikarusaa＞

次はソーサットゥが「ようだ」に相当するらしい。国

終助詞が伝聞内容に含まれると見られるもの（「高
［tagεdott豆1山：］

〈takaOaNpuuz輯aN−doojaa＞

次は「高いと聞かれる」と見られる。

《175》タカ（ソーダ））であることが確認されれば，

体系的であると言えるが，必ずしも同一地点での平行性

3761．75

［takaθanpu：3尊andoJa：］

り，採用している。

［ta：santsukka］

『現代日本語方言大辞典』の「そうだ」に名瀬のチュカ

次は，
2150．17

が見られる。これに関係する語形であろう。

一151一

［ta：daika：◎o］

→

〈taadaikaaqo＞

あるいは，疑問形の引用という語構成かもしれないが，

（一ε）takε，taakε，tagε等

不明であり，このまま採用した。

（一ε〜）tagεdo

右下

（一εノダ）takεNda，tagεNda等

右下

また，
1221．48

（一ee）takee，taakee，tagee等

［takaha：ngit∫a］

右下

左，左下

も不明点を残すが，《174》で［？ami：Φuingit∫a］が回答

（一eeノダ）takeeNda，takeeda等左

され，《176》で［wutaN∫lt∫a］と類似形が回答されてい

（一e）

ることから一貫性が認められ，採用している。ただし，

高力takaka，takakari等

右上，左上

高カノダtakkatoja

右上

高サtakasj

右下，左下

《174》の語形は，「〜降る」であることから不採用で
ある。

aaru，taka釘aar等

高taka，taaka，takaatakaa

次は本土で待遇表現が含まれている可能性もあるが，
確定できなかったので採用している。
3750．64

左上

take，tage

taa，ta

その他takaaraN，takaN等

［tagεettas血na］

〔語形の記号化〕

tagεkke

上，下

なし

6
〈〉

なし
つ一

なし

σQ
∬

なし

u

上

なし

上

なし

右上

なし

語形の前半（前部），すなわち「高い」に相当する部

250図
251図
252図

分に基づく方向と補助記号の与え方を提示する。それ以
外については，「伝聞表現の概要と記号化」D．を参照の
こと。

いたそうだ一その1一
いたそうだ一その2一
いたそうだ一その3一

以下，適宜分類しながら示すが，この分類は必ずしも
〔語形の採用と統合〕

語源的な分類ではなく見かけの類似による。

「いた」にあたる過去のことがらを表す内容を伝聞表

複数の方向が与えられているものは，記号の区別のた

現として伝える際にどのような語形が現れるかを見よう

めに適当に使い分けているものである。

とした項目である。調査にあたっては次のような質問文

方向で区別がつかなかった場合は，記号の上に1本線
の補助記号を与えることで区別した場合がある。
2491｝と1

〈takaitee−noo＞

を用いている。

qP

「たとえば，「昔，昔，あの山に鬼がいたそうだ」と

〈takaetee−no＞φ

言うとき，「鬼がいたそうだ」のところをどのように言

補助記号は，仮に円記号に付けたと想定して示し，記

いますか。」

採否の方針は「伝聞表現の概要と記号化」Aで述べた

号に方向を与えた後で与えている。

ので，参照のこと。まず，語形の採用に関して，以下で

ここに挙げたものはすべての語形ではなく，類似の形

は不採用とした回答を中心として説明する。

態については，適宜この一覧に準じて扱った。
分類

語形例

方向

（一ai）takai，taakai等

上，下

（一ai〜）takaine，takaiga

上，下

（一aiノダ）takaiNda，takaiNja等
（一aε，ae）takaε，takae等

上，下
下

のは，以下の回答である。

糺6￡

高イ

GAJ全体の採用条件にあわないことで不採用とした

補助記号

0746．69［itara∫i：］〈とも言うかな。＞
6583．30［itaNj

0746．69は，使用があいまいであることから不採用とし
た。6583．30の話者は男性である。

採用条件に合わない参考話者の回答であることから不

（jaaJa，aa，εa）

takjaa，takaa，tagεa等

右．、ヒ，左下

採用としたのは次の回答である。

なし

567047［itattattewa］（忠地愛子氏の回答）

（jaa，aaノダ）

takjaada，takaaN勾a

右上

一方，以下の回答は，参考話者の扱いで採用した。

〈〉

6531．61［ottaso：na］（ゆ，中道氏の回答）

（一εε，εe）

右，右下

勧ひ

takεε，tagεε，takεe

（一εεノダ）tagεεNda等

ate：］〈女ことば＞

6629．13［itaso：d句。］（丸熊二氏の回答）

右

終助詞の付かない同形が併用回答にあることにより，
152

以下の回答は不採用とした。
2754．56
3777．19

［edadzαlo：N］
［eta：dzl血：na：］

4715．98

［etadossa］

3787．45

［etattadzo］

4733．35

［etattadzona］

5761．80

［itandazo］

5781．23

［idand句。］

5676，44［itandat∫u＝wai］

7313．07

6440．35

［ottagenai］

7324．56

［ott∫ottazo］

［itat：∫u：bana］

7339．76

［ot：ag句。］

7219．20

［ottazona］

4715．98に見られる〜トサのサは本土ではサを終助詞と

一方，以下のような場合は伝聞形式（引用に基づくも

して扱っており，琉球と扱いが平行していない。例えば，

のも含む）＋終助詞として扱った。いずれも終助詞とし
て扱った形（また類似の形）が引用形式に基づく伝聞形

琉球では次のようである。
0275．97［wutant∫u：s司a：］→〈utaNcjuusaj

aa＞

式として扱われることがあることに注意したい。
2734．06

［idaetade：］

4694．72

［itaso：dazo］

したがって，注意が必要である（「伝聞表現の概要と記

5615，67

［etaΦul：dalo］

号化」B参照）

5633．33

［itattsしu：zo］

5662．78

［itattsul：zo］

0294．66［？utamud加：sa］→＜？utamud加usa＞
1213．88

［Φutit∫u：sa］

→

〈huticjuusa＞

伝聞表現全体の方針に従い，推量表現が用いられてい
る以下の回答は，不採用とした。
071750

［itatt壁jしu：nohontodabekana：］

1743．81
5740．88

られる以下の語形は，採用しなかった。

7312．88

［ott∫orubai］

ク

［ott∫ottabai］

7331．32［o？］（同席者の回答：）
7339．04
7354，43

［ot：a］
［ottabana］

6387．62

［ottagena麺a］

→

〈ottagena−Oa＞

［ottagena氏ja］

→

〈ottagena一サa＞

［ottaso：nade］

→

〈ottasoona−de＞

7339．76

［ot：aso：ze］

→

7345．53

［ottat∫u：do］

〈ottasoo−ze＞

→

〈ottacjuu−do＞

7385．04

［itagenazo］

7420．76

［ot：an3agenazo：］

8229．96

［otta：soJai］

8331．60

［itatsudo］

8332．42

［ottagenado］

→

→

→

〈itagena−zo＞
→

＜ottaN勾agena−zoo＞

〈ottaasooja−i＞

〈itacu−do＞

→

〈ottagena−do＞

た。

737α30

また，〜ケのような形（イタッケ・イタンダッケなど）

［suN30t：agena］

次は待遇表現を含む語形もしくは，「居って出た」で

は，「回想」に関連して，伝聞に関わるニュアンスを持
つ可能性があるが「いた」にあわせて採用しなかった。

あろうかと考えられる。採用しなかった。
5579．12

［Tdakke］

［ottedetatojo］

質問文の文脈に合わないため不採用としたものについ

4609．53［etanadakemono］
6635．21

＜itaccuu−do＞

「住んでいたそうだ」に相当する語形は採用しなかっ

・

7331，32は，採用の条件にあった参考話者の回答である。

3791．09

〈itaccuu−do＞

→

7346．94［オッタチュード］→〈otta（加u−do＞

［ottabai］

〃

→

〈etahuudajo＞

7336．38［オッタチュード］→＜otta（juu−do＞

なあ」のような詠嘆など，単に存在の事実を伝えると見

［itattandaga］

〈itasooda−zo＞

→

6393．86

6521．20

「いた」「いる」のような断定（言い切り）・「いた

［Ydaettana］

→

．

6508．60［オッタゲナゾ］→〈ottaηena−zo＞

［idandane：ga：］

4638．Ol

〈idaeta−dee＞

6495．07［オッタゲナゾ］→〈ottagena．zo＞

［idandene：bega］

3752．13

→

て説明する。

［itakk（蔀。］

6527．95［ottaηena］〈鬼の場合〉

なお，以下の語形の末尾のゾやヨは，引用に基づく伝

〃

聞表現として扱ったものであるが（「伝聞表現の概要と

記号化」A参照），終助詞である可能性も残すので注意

［ora∫itaηena］〈人の場合〉

この場合，［ora∫itaηena］を不採用にした。次の場合は，

4658．69［ldakkedo］〈「鬼」など架空のものに対し

したい。終助詞ならば不採用とすべきものである。

一153一

以下の語形に見られる萌uは，表記レベルでt∫uに統

て〉

ク

［Ydεattandado］〔実際に存在する動物とか

合し，音声レベルで〈qu＞に統合した。
6603．68

人物の場合は，これも使える。〕

話者はYdεattandadoを「鬼」に使えないとは明言してい

ないが，Ydakkedoに付された注記から判断して，

［itatt工jujo］

→

以下の語形に見られるtyuは，表記レベルでt∫uに統合
した。

7391．41［ottatyuwai］→〈otta（加一wai＞

Idεattandadoが質問文脈に適合しないと考えられること

830α81

から，Ydεattandadoは不採用とする。なお，同席者は，

［itatotyube＝］

ク

採用条件にあわない参考話者である。

→

［ottatotyube：］

6497．18［ottaso＝da］〈この場合にはこのように言う。

物語の場合にはこのように言う。〉（会話の時には

と聞いたところ，会話の時には一ソウダは使わな

れるので注意してほしい。

以下の語形ではt∫のあとに無声化した母音iを補充し
5679，69

［edandat∫ke］

採用した。

5771．36

［edat∫kedo］

5780．84

［edat∫ke］

次の場合は，注記の中の語形が問題になる。
7427．06［itara∫i：］（ottaso＝naの有無を尋ねたところ

しかし，話者が語形を回答しているかどうか明確ではな

なお，次は複合的（ゲ＋トイウ，ヨー＋ゲ）な形式と

次の語形に見られるτgaは，表記レベルで：Ngaに統合
は高知）。
7462．00

→

［ottatsU｝ga］

→

〈ottacuu一ηa＞

tsjuは，表記レベルでt∫uに統合し，音声レベル（見

＜itageateja＞

出し）で＜qlu＞に統合した。

＜it司agena＞

3710．70

説明する。

→

まず，表記の統合について。

［etattぎ血：hana∫fdade：］

〈etacqjuuhanasida−dee＞

馴は，表記レベルでd3uに統合し，音声レベルで

以下の語形に見られるソウは〈soo＞に統合した。

〈勾u＞に統合した。

5567．46［オッタソウヤ］
5577．88［オッタソウナ］

4753．76

5587．74［オッタソウジャ］

→

5588．78［オッタソウジャ］

［edatte％血ltterしu］

〈edatte勾utteru＞

edatted3Utteru

次に音声の統合について記す

5595．89［イタソウジャ］

以下の語形に見られるθoは，音声内容にθoを出し，
見出しでは〈so＞に統合した。

5597．42［オッタソウナ］
5597．68［オッタソウヤ］

7422．56

［ottaθo：na］

6509．07［オッタソウジャナー］

7436．40

［ottaθo＝na］

6516．13［オッタソウジャ］

7446．26

［ottaθo：na］

6519．09［イタソウヤ］

7450．19

［ottaθαna］

7460．39

［ottaOo：na］

7462．00

［ottaOo：na］

7471．38

［ottaθoma］

同様に次の語形のコウは〈koo＞に統合した。
5660．50［オッタシコウヤゾ］

この地点は伝聞のシコ類が見られる地域（出雲）とは異
なるが，語形の類似性に注目して採用した。《175》に
も類似語形がある。

〈edacike−do＞
〈edacike＞

5771．36のdoは引用の形式に基づく伝聞表現として認め

見て採用している。
→

→
→

〈edaNdacike＞

し，音声レベルで〈Vηa＞に統合した（V＝母音，地点

い。そこで，注記の中の語形は採用しなかった。

［itageat句a］

→

たものに同じ形であるが，終助詞として扱っている。

あまり言わないとのこと）

語形の統合について

〈ottatocju−bee＞

記号化しているが，toは準体助詞である可能性も考えら

特に質問文脈から大きく外れないと見られることから，

［it句agena］

→

た。

いとのこと。）

656423

＜itatoqju−bee＞

なお，8300．81の語形はtocju以下を引用形式の類と見て

なお，次の場合は，

4695．46

＜itaccjuujo＞

次の語形に見られるtjuは，見出しでも〈巾〉に統合
した。

一154一

5661．77［itatOu：wa］（再調査）→＜itatOuu．wa＞

7356．77［オッタチュータ］→〈ottacjuu．ta＞

次の語形のωは見出しでは〈u＞に統合し，ωは音声
内容に出した。
2086．60

7259．54では《175》にも［tak：at：∫u：ta：］があり，
〈takkaccjuu−taa＞に統合し，ターは終助詞として扱った。

［burutarωtu］

→

〈burutamtu＞

burutarωtu

また，7356．77は［オッタチューキー］〈ottacjuu−kii＞と

次の語形に見られるηは，語形が「〜から」に基づく

併用である。ただし，類似語形であるが次は「いたと言

とすれば，音韻対応上問題があるかもしれない（第2集

った」と見て，末尾のタは終助詞としては扱っていない

解説書20ページなど参照）。
8361．42

ので注意してほしい。上記の地点はいずれも九州で，終

［ottatsuηara］

助詞タイの類，下記の地点は栃木で助動詞タとみたこと

終助詞の融合形については以下のように仮想した。
7331．32

［ottatettai］

→

〈ottateci＞

7350．54

［ottatettau］

→

〈ottatteci＞

7361．38

［ottatettai］

→

〈ottateci＞

による。
5730．61
ク

7339．76

7374，12［オッタテッタイ］→＜ottateci＞
［ottagotanna＝］

→

→

［了tattetta］

→

〈itaccitta＞
〈itattetta＞

次の語形はソー＋終助詞として扱った。

7363．12［オッタテッタイ］→〈ottateci＞

7383．98

［ltatt∫ftta］

・

［ot：aso：ze］

→

〈ottasoo−ze＞

［・t：aS・」・］→〈・ttaS・・」・〉

終助詞が伝聞内容に含まれると見られるもの（「い

＜ottagotaru＞

《174》《175》でも同様な扱いを行っているので，参照

た」）＋終助詞＋伝聞形式）もそのまま採用した。
578224

のこと。

ただし，以下のような語形は融合が起こっている可能

〃

［edama：tsuエke：］

→

〈edaanaacukee＞

［edana：tsulke：］

→

〈edanaacukee＞

性があるが，仮想はしていない（「伝聞表現の概要と記

6479．95［オッタネテ］→〈ottanete＞

号化」B．参照）。

6572．94［ottandeto：］（オッタノダトイウコトダから。

橋本市の古くからの特徴的語法）→〈ottaNdetoo＞

471552

［ettattsa］

5631．78

［etattsa：］

6573．32

［jot：ento：］

5673．18

［Itattsa：］

6573．79

［ot：ente］

7501．69

［ottento：］

これに準じて次のように扱ったが，
4706．43

［edattsandatsa・］

→

7512．05

〈edacca−Ndacaa＞

「いたっていうんだっていう」のような語構成かもしれ

［ottento：］

［ottento：］

→
→
→

→

〈jotteNtoo＞

〈otteNte＞
〈otteNtoo＞
〈otteNtoo＞

〈otteNtoo＞

琉球では次のような語形が見られた。いずれも採用し

ないので注意したい。

次は語中のデが不明であるが，
6412．87

752294

→

［ottagedena］

→

ている。

0248．01［wutaOtsukkana：］〈「居ったそうだよ」にあ

〈ottagedena＞

たる。〉→〈utaNcukka−naa＞

のように統合した。

0228．96［wutaηt∫

説明を要すると思われる語形を挙げる。

次の語形は，ゲダ類（ゲナ）からの変化を考慮して採

ukanaコ→〈utaNquka−na＞

いずれも『現代日本語方言大辞典』「そうだ」の名瀬に
見られるチュカに関連するものと見られる。

用した。

次は「〜塩梅」かもしれない。

5579．79［オッタエナ］→〈ottaena＞

0276．51［？uta＝mbe］→〈？utaaNbe＞

5597．42［オッタエナ］→〈ottaena＞

《174》で5597．42に《175》で5579．79・5597，42の両地

点に類似語形〜エナが見られる。ゲナに連続するものと
以下の語形では，末尾のタ（一）が過去の助動詞に類

7266．14

［itatt∫ita：］

→

→

は，不明点を残すが，《174》で［？ami＝Φuingit∫a］が回

答され，《175》で［takaha：ngit∫a］と類似形が回答され

似するが，いずれも終助詞として扱った。
［ot：at：∫u＝ta：］

次の
1221．48［wutaN∫lt∫a］

見て，〜エナまで記号化対象とする。

7259．54

同地点の《174》《175》にも類似語形が見られる。

ていることから一貫性が認められ，採用している。ただ

〈ottaccjuu−taa＞

し，《174》の語形は，「〜降る」であることから不採用

〈itacci＿taa＞

一155

である。

〔語形の記号化〕

ここでは，語形の前半（前部），すなわち「いた」に
相当する部分に基づく方向と補助記号の与え方を説明す
る。それ以外については，「伝聞表現の概要と記号化」
D．を参照のこと。

適宜分類しながら示すが，この分類は必ずしも語源的
な分類ではなく見かけの類似による。

複数の方向が与えられているものは，記号の区別のた
めに適当に使い分けているものである。

補助記号は，仮に円記号に付けたと想定して示し，記
号に方向を与えた後で与えている。

ここに挙げたものはすべての語形ではなく，類似の形
態については，適宜この一覧に準じて扱った。
分類

語形例

方向

補助記号

イタita，itta，itoO等

上，右，下左

なし

イタ〜idado，edanaa，edaanaa

上，右，下，左

（う

イタノダitaNda，etaNda等

上右，下，左

〈〉

イタッケitakkejdakke等

上，下，右，左

イタノダッケidaNdakke
イタガッタidagatta等

上
つρ
右下左上
Q

オッタotta，huta，utaN等；

右上右下左下左上なし

オッタ〜Ottaga，OtteN等

右上右下，左下，左上

オッタノダottaN勾a等

右上右下，左下，左上

アッタatta

左上

なし

アッタノダattaNzja

左上

く）一

オリオッタ060tta

右下

なし

オッテオッタoccjotta

右下

なし

σ

（う

く｝

イテアッタ
（250図）iteatta，ideatta等

上，右，下

（251，252図）iteatta．ideatta等

右下左上

（250図）ideattaNda

上町，下

（251，252図）ideattaNda

右下，左上

なし

資金

イテアッタノダ

イテアッタッケ
上，右，下

（251，252図）idεattake

右下左上

イルッケerokke

上

オッテ？uti，huti

町

その他ara

下

iteaN

σ◇満帆軋

（250図）idεattake

上

一156一

も共通する。それ以外では，「誰か彼か（が）」「どこそ

10．疑問表現a

こ（に）」などの語形が3図ともに見られる。また，253

10．1．疑問表現aの概要と記号化

順序にも注目したい。254図では，＜「どこ」相当形

図と254図では，「か」相当形式と格助詞との相対的な
式＋「に」相当形式＋「か」相当形式〉という順序の回

疑問表現aでは，不定の事物を表す形式を見るための

答語形がかなり見られる。

項目を扱う。該当する項目とそれぞれの意味・文法的特

記号化については次の点が共通している。

徴を簡単に整理すると次のようになる。

語形を「前部」と「後部」に分割し，さらに「後部」

253図
254図
255図

誰かが（知っているだろう）…不定の人が主

を「後前部」と「後後部」に分割する。その際，「前部」

語になる場合。

に疑問詞部分，「後部」に残りの部分がなるべく対応す

どこかに（あるだろう）…不定の存在場所を

るようにした。記号の与え方においては，後前部と記号

表す場合。

の色，後後部と記号の形，前部と記号の向きとを対応さ

いっか（聞いたことがある）…そのことの生

せた点で共通している。具体的な方法は各図で異なるの

じた時が不定であることを表す場合。

で，各図の解説を参照してほしい。

共通語では，いわゆる疑問詞（「誰」「どこ」「いつ」）

なお，各図の説明では原則として報告されたカードに

に不定を表す助詞「か」が続き，253・254図ではさら

従って語形を提示しているが，資料一覧には「知ってい

に格助詞が付くという構成の形式が用いられる。

るだろう」「あるだろう」「聞いたことがある」など報告

採用語形を決めるにあたっては，上の意味・文法的な
特徴を満たすことを原則とした。ここで「不定」とは，

を求めていない部分は掲載していないので注意してほし
い。

該当する事物（「知っている人」「存在する場所」「聞い

た時」）が特定されていないことを意味する。採用語

10．2．各駅の説明

形・不採用語形の詳細については，各回の解説を参照の

253図

こと。

誰かが（知っているだろう）

回答された表現形式のバリエーションに関しては，次
〔語形の採用と統合〕

のような点に注目される。

共通語の「誰かが」に相当する，不定の人が主語とな

第一に，「誰」「どこ」「いつ」に相当する部分，「か」

に相当する部分，「が」「に」に相当する部分（253図・

る場合の表現形式を見るための項目である。調査では，

254図のみ）といった各部分の表現形式のバリエーショ

「そのことは誰かが知っているだろう」という共通語文

ンである。ただし「誰」等の疑問詞の形式を見るための

を提示して，「誰かが知っているだろう」に相当する方

項目としては，他にも疑問・反語表現の一連の項目があ

言形式を求め，調査者には「誰かが」に相当する部分の

る。また，格助詞に関する項目は第1集に収められてい

形式を報告してもらった。

関連する項目としては，疑問表現aの他の項目の他に，

る。そこで，疑問表現aでは，特に，「か」に相当する
部分の表現形式のバリエーションが注目される。地図を

「誰が」を含む疑問表現。の257図「誰が行くか」，反語

見ると，全国的には「カ」およびそれに音韻的にそれに

表現の259図「誰がやるものか」がある。また，共通語

対応する「ガ」が多いが，東海の一部から中国・四国に

の助詞「が」に相当する形式，特に，動詞述語の主語と

かけては「ゾ」「ド」等が分布している。また，琉球で

なる場合の形式を見るための項目として，第1集に1図

は，「ガナ」「ガラ」等の形式が見られる。その他，近畿

「雨が」，2図「先生が」，3図「どろぼうが」が収めら

や九州の一部に，「ナット」「ジャイ」「ダカ」など，断

れている。

以下，語形の採否について述べる。

定辞に由来する形式を含むものがある。

まず，『方言文法全国地図』全体としての語形の採用

第二に，語形全体の構成についてである。疑問詞の部
分，「か」相当の部分，格助詞の部分（253図・254図の

規則に合わないために不採用とした語形について述べ

み）という要素から成る語形が多いという点は，3図と

る。
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次の回答は，話者の注記によって，話者自身は使わな
いと判断されるために不採用とした。
5721．76［daredaka］〈言う人もいる。〉

る。

調査結果の報告には述語にあたる部分が記されている
場合と記されていない場合がある。述語が記されている

次の地点の第1答も，話者の注記によって不採用とな

場合，当然，述語も含めた回答全体を見て採否を判断し

る。ただし，採用した第2答も該当部分は同じなので，

たが，その際，述語の形式が調査で提示した共通語形式

この地点は結局，［dareka］の単用ということになる。
1778．45［dareka∫IQterudaro：］〈若者〉

ク

［darekawagaQterub自ja］

次の回答は，話者の注から，［dareka］以外に，［ηa］

に直接対応しなくても採用している。それらを以下に例
示する。（以下，述語部分も記すときは，「誰かが」相当
部分に下線を付す。）

a述語のテンス・モダリティ・待遇等に関して「〜て
いるだろう」に直接対応しないもの。

を含む別の語形があると判断できるが，［りa］がどの位

置に入るかも，その語形を話者自身が使うかどうかも不

0776．88［dareka∫itterutoomoJo］

明である。そこで，この地点では［dareka］のみを採用

1794，54

とした。

ろう」の意）

次の2つは，同席者の回答だが，参考話者としての採

5681．22

用の条件に合わないため，不採用とした。

6480．23

5675．77［dareka］（話者の夫人の回答）

れている。

b述語形式が不明瞭なもの。下の．．は何らかの形式が

後続することを表すと思われるが，具体的にどのよ
うな形式なのか不明である。

下の回答は，全体として疑問文と思われるが，複数の

6558．24

聞き手に対して「誰か」と呼びかけて知っているかどう

1799．94

［daruka∫ittorya＝sassaNdoka］

なお，5670．47では［darega∫itteruzura］の回答も得ら

［daredaresaN∫iQterundenaikai］

かを尋ねているとも解釈できるため，不採用とした。

［darezo∫ittorunotot∫igauka］

7392．76

回答について述べる。

これは不定の人ではなく，「固有名詞＋さん」という特

［dafeka∫it：∫oraseηkai］

7349．91

次に意味的・文法的に問題があるために不採用とした

定の人を表すと解釈できるので不採用とした。

［dareka∫ittoruzo］

6431，76［dafezuga∫i：tofukamo∫ifende：］

473532［daika］（話者の25歳の息子の回答）

下の回答は，［daredaresaN］が該当部分と思われるが，

［dareka】〕a∫itteiru］

5670．47［darega∫ittetsura］（「誰か知っていただ

5631．78［dareka］〈ηaを入れるのは最近〉

1747．55

［dareka∫itteirundenainoka］

1920．05

［darekaga∫ittoru．．］

c述語動詞が「知る」以外のもの。さらに上記aにあ
てはまるものも含む。

［dareka∫iQterukai］

072421

下の2つは，「誰か知っている人がいるのではないか」

［daregaoboiderubese：］

「誰か分かっている人がいるのではないだろうか」に相

1743．81［daregaomboiderundene：ga］

当する。これらは，調査で用いた共通語文とは統語的に

1778．45［darekawagaQterubej

異なるため，不採用とした。

2608．90

［daregaobederuga：］

3733．31

［daregaoboederulgotta］

0717．50

［dareka∫itterしusltoarしund3anaiga］

3770，33

1868．21［darekawakatter田gitoiruIndene：beka］

4712．15

下の回答では，格助詞ではなく，とりたての形式「も」

［daregaηaobedert〔Idero

（ne）］

［darekaobettandeamrneka］

5680．23［daig勾。∫ittsura］（「知っている」はjo∫i

「は」が用いられているようである。とりたての形式に

tta）

よって異なる意味が付随すると考え，不採用とした。な
お，どちらの地点でも，採用した語形が併用して回答さ

a］

次の回答は，「誰か彼が」「誰か彼か」などのよう
な，〈疑問詞＋「か」相当形式〉の後に「彼」相当の代

れている。

6474．83［darekamo］

名詞が続く構成のものである。不定の人を表し，主語で

7441．02

あるという点で，この項目のねらいに合致すると思われ

［darezowa］

次に，採用としたが説明を要する回答について述べ

るので，全て採用した。

158一

2734．06

［darekakarega］

次の2076．25では，関連項目や近隣地点の回答から

275456

［daegakaega］

［tari］が「誰」相当，［ngasa：］が「か」相当，［ndu］

2784．51

［dεgakaega］

がく「が」相当形式＋強意の助詞〉と思われるが，［ma］

3702．37

［daegakaega］

については不明である。

3702．83

［daegakaega］

3781．21

［daregakarega］

次の2076．96では，関連項目や近隣…地点の回答から

［daredekarede］

［ta：］が「誰」相当，［ngasa］が「か」相当ではないか

〃

4669．44
4721．45

2076．25［taringasa：mandu］

［dafegakafega］

と考えられるが，［ju］については不明である。

［dar曾gakar弓ga］

2076．96

［taJungasa］

4723．40

［taregakarega］

6547．33

［tarekakaga］

ngar叩a］，255図「いっか」の回答［it∫idengara］から，

［darekakaga］

［de（：）ngara］が「か」に相当する形式ではないかと思わ

ク

次の2086．03では，254図「どこかに」の回答［ma：de

下の回答は，「どの奴か」に相当すると思われるが，

れる。

これも意味・文法的に合致すると判断し，採用した。
7324．56

2086．03

［tarude：ngara］

次に，採用としたものの，不明瞭な点・疑問が残る回

［do加atsuka］

次に，回答語形の構成が分かりにくいが，関連項目や

答について述べておく。

近隣地点の回答語形，先行研究を参照しながら採用とし

下の回答では，調査者の注記が問題となる。
1169．62［ta：g勾atiη］（「誰でも」に相当）

た語形について説明しておく。

下の7350．54（佐賀県鹿島市）の回答では，［dai］が

「でも」に相当するのは［jatiη］の部分であろう（第1

「誰」相当で，［natto］は6542．64［darenatto］等におけ

集の「でも」相当の表現形式を扱った項目45〜47図に

る［natto］と同じく，「か」相当の意味を表す形式と考

おいても同様の形式が見られる）。この調査者の注記が

えられるが，最後の［mai］がどのような意味を表すも

回答語形の意味を記したものならば，「全ての人が知っ

のなのか不明である。

ている」ことを意味し，不採用とすべきということにな

る。ただし，この地点では，254図「どこかに」でも

7350．54［dainattomai∫lttokkりsai］

『方言学講座』4（206〜207ページ），志津：田藤四郎

［ma：ηka輯etiη］という回答があがっているが，同様の注

（1972）「佐賀の方言』下巻（佐賀新聞社，162〜178ペ

記はない。また，254図では，地点1261．16にも，同語

ージ）によると，佐賀方言には，「バマイ」「ボマイ」

源と思われる形式を含む回答［ma：nakatiu］がある。そ

「ノマイ」といった終助詞的な機能を持つ形式があり，

こで，253図・254図で一貫してこれらの回答を採用す

それらに含まれる「マイ」は「お前」に由来するものだ

ることにした。

という。上の回答に含まれる［mai］もこれにあたるも

次の回答は，＜「誰」相当形式＋oa＞という構成で，

のかもしれない。不明な点は残るが，［dainattomai］の

「か」に相当する形式を含まないように見えるものであ

形で採用としておく。

る。

下の2792．25の回答は，257図「誰が行くか」の回答
［daleg血gasa］と対照すると，［gasa］が共通語の「か」

3726．68

［dεNoa］

3730，43

［daeηa］

相当の形式で，語形全体で「誰だか」に相当する構成で

4643．56［dareηa∫ittoruwasa］

はないかと思われる。

8320，28

2792．25

2072．20

［daedagasa］

次の6700．97では，疑問表現aの他の項目や256図
「何か」の回答でもく疑問詞＋［dagan］［dagaN］〉と

［daiua］
［taηηa］

このうち4643．56では［darekaηa∫ittoruwasa］も併用語形

としてあがっており，また，述語についても記されてい

いう回答があるので，［dagan］が「か」相当の形式では

る点から，採用してよいように思われる。また，

ないかと思われる。

8320．28は，音韻対応のあらわれ方に問題がある（第2

6700．97

［daredagan∫itterappe］

集解説書20ページ等参照）。他の3地点についても，こ
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の項目のねらいとは異なる意味を表すという積極的な根
拠はない。そこで，疑問が残るものの，これらは全て採

部の境界を＝で表す。）

1原則として2モーラ目までを前部，残りを後部と
する。

用することにした。なお，254図「どこかに」において

イ列

も，〈「どこ」相当形式＋「に」相当形式〉という構成
に見える回答があるが，同様に採用とした。

2

3モーラ目までを前部とする。

構成のものもあるだろう。上で〈「誰」相当形式＋

daree−kaga，

2−2

［da：］
［darε・］

5539．15

daak−kaga，

daaz−zoga，

2−32モーラ目がka，

daare−ka，

ga，

daare−doga

soの場合，1モーラ目ま

でを前部とする。

［da月a］

次の回答は，参考話者の扱いで採用したものである。

da−kaga，

6629．13［dakkaga］（丸熊二氏の回答）

最後に語形の統語に関して述べる。次の回答は，「独

taruu−gaga

部とする。

されている。

4704．45

taruu−kaga，

1モーラ目と2モーラ目が長母音をつくり，3モ

ーラ目が促音かreの場合，3モーラ目までを前

も全て採用とした。なお2790．38では［darega］が併用

2790．38

taa−garaga

2−12モーラ目と3モーラ目が長母音をつくる場合，

りにくい。〈「誰」相当形式＋「が」相当形式〉という

oa＞という構成の回答を採用したのと同様に，これら

daz−zo，

全て挙げる。

次の回答は，「誰」相当形式とそれに続く形式が融合
しているようで，全体としてどのような構成なのか分か

：dare−kaηa，

ただし，次の場合は例外となる。該当する語形を

da−gaka，

da−ka，

dε一kaga，

da−ga，

dε一ga，

dε一ka，

da−soa

2−4次のものは例外的に以下のように分割する（＜tari

立性の弱さや中間音をあらわす表記は，対応する表記に

NgasaamaNdu＞やくtaniNgasaaNdu＞と，

まとめた」（第4集解説書8ページ）という基準にした

分が一致することを重視したため）。

がい，表記レベルで［dareka］に統合した。第4集167

Ngasa部

ta−Ngasa

図「降れば」でも同様の統合をしている（第4集解説書

「後前部」と「後後部」の分割は，次のようにした。

141ページ）。

1原則として後部の1モーラ目を後前部とし，残り

6711．35

を後後部とする。後後部がない場合もある。

［da「eka］

例：dare−ka＝ηa，

なお，この地点では，［da「eka］と［dareka］との併用と

いう回答だったので，結果として〈dareka＞の単用にな
る。

dare−zo＝ηa

2

〔語形の記号化〕

dai一下ai＝ga，

記号化に際しては，語形を「前部」と「後部」に分け，

さらに後部を「後前部」と「後後部」に分け，それぞれ
分割のしかたは，なるべく「前部」が「誰」に相当す
る部分に，「後前部」が「か」に相当する部分に，「後後

ただし，2モーラ以上を後前部とした場合もある。
｛列：dare−zoo＝ga，

A．語形の分割

の形態に応じて記号を与えた。

dare−ka＝なし，

taN−gana＝ga，

dare−dagaN＝なし，

taru−deeNgara＝なし

後前部のバリエーションについては後述のB−1を参照
してほしい。

次の語形については，「前部」と「後部」の分割を行
わない。これらは，すでに〔語形の採用と統合〕のとこ

部」が「が」に相当する部分に対応するように定めた。

ろで触れた「誰か彼が」や「どの奴か」のような語形，

ただし，〔語形の採用と統合〕のところで触れたように，

「誰」とそれに続く形式が融合している語形である。
〈darekakarega＞

異なる構成をとる回答や意味・機能が不明な形を含む回
答もあり，全ての回答で「前部」「後前部」「後後部」の

〈daegakaega＞

対応がそのようになるわけではない。

〈tarekakaga＞

〈da巧a＞

以下，分割の具体的な手順を説明する。

「前部」と「後部」を分ける際には次の手続きをとっ
た。（以下，前部と後部の境界を一で表し，後前部と後後

＜daregakarega＞
〈dεgakaega＞

〈daredekarede＞

〈taregakarega＞

〈darekakaga＞
〈doト尊acuka＞

〈darεε〉

〈daa＞

B．記号の与え方
次に記号の各要素と語形の各部との対応について解説
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する。

B−1．記号の色

左上

後前部を「類」に分類し，その類と記号の色とを次の

右上

toO， tau
dari
daru，

dar，

taru，

ように対応させた。前部・後部に分割しない語形は「紺」

左dak，

とした。

右daN，

dεN，

下dae，

dai，

力類（ka，
ゾ類（zo，

kla，
zoo，

ga，
zu，

ke）・……・・……・…・・………水

zi，

za，

so，

do，

doo，

左下

ro）……・…・……・………・…・……・…………茶
ガナ類（gana，
gaira，

gara，

gaeera，

garaa，
karaa，

gaara，
Ngasa，

右下

gera，

daka，
その他qu，

dagaN，
N，

jara，

nattO，

dagasa，

zoka，

taruu，

tar

daz，

daaz，

taa，

ta

tak

taN
daε

dεε，dε
daa，

da，（塊a，

を用いた。例えば次のようになる。

Ngasaa，

naεtO，

dag，

以上によっても語形の区別ができない場合，補助記号
△〈d・・ek・g・〉

Ngasama）…・…………・…・………・・………・…榿
ジャ類（勾ai，勾arO，

daak，

△〈d・・eek・g。〉

natO，

dara）…………・…・・赤

gasira，

254図

deeNgara，ηa），

どこかに（あるだろう）

前部・後部に分割しない語形………………紺
「力類」は，係助詞「か」に対応すると思われるもの，

〔語形の採用と統合〕

「ゾ類」は，係助詞「ぞ」に対応すると思われるもの，
「ガナ類」は琉球地方に見られるgana，

gara，

Ngasaなど，

共通語の「どこかに」に対応する，不定の存在場所を
表す形式を見るための項目である。調査では，「それは

「ジャ類」は，断定辞（またはそれに由来する形式）で

どこかにあるだろう」という共通語文を提示して，「ど

始まるものである。

こかにあるだろう」に相当する方言形式を求め，調査者

B−2．記号の形・塗りつぶし方・大きさ

には「どこかに」に相当する形式を報告してもらった。

記号の形は後後部の形態と対応させた。ただし，色が

第1集には24図「ここに（有る）」が収められており，

「紺」の場合は，後部全体や語形全体の形態に対応する

この項目の回答において共通語の「に」に相当するのは

こともある。下に例を挙げる。

どの部分かを見る上で参考になる。

η・，9・（ガ類）…・…一・…一・………・………△

以下，語形の採否について述べる。

gadu，

まず，「方言文法全国地図』全体としての語形の採用

adu，

katu（ガドゥ類）

一…・・………○

・……一………・・……・…・9…・…・…・…………q

規則に合わないために不採用とした語形について述べ

なし……・…………・・………………・・…・………○

る。

次の回答は，注記により話者の使用が不確かというこ

なお，一つの記号の形が二つ以上の形態に対応している
のは上の「ガ類」「ガドゥ類」のみで，それ以外では，

とが示されているので，不採用とした。
6522．32［dokodoniar吻aro：］〈方〉〈？〉

記号の形と後後部の形態とが一対一に対応している。

次のものは，同席者の回答であるが，参考話者として

さらに，後前部と後後部の組み合わせ等によって塗り

つぶし方を変え，語形が互いに区別できるようにした。

の採用の条件に合わないので，不採用とした。
5675．77［dokonika］（同集落生育の妻の回答）

また，後前部が非長音か長音かによって記号の大きさを

次の地点における同席者（妻）の回答は，参考話者と

変えた。例えば次のようになる。
△〈d・・ez・9・〉

しての条件に合わないので不採用となる。ただし，その

△〈…ez・…＞

後に話者が同じ語形を回答している。

B−3．記号の方向・補助記号

6398．07［dokk環pi］（妻の回答）
［dokkεψiarud3aro：］

記号の方向と前部の形態とを次のように対応させた。

第1集解説書34，35ページに示した記号の方向を上と
する。

上dare，

次に意味的・文法的な点から問題となるものについて
述べる。

daree，

daare，

rare，

tare，

tari，

tani，

一161一

意味的な問題から不採用としたのは次のものである。

下の回答（地点は沖縄県八重山郡与那国町字与那国）

6639．97［do：ndemo］

これは共通語の「どこにでも」に相当し，「あらゆる場

では，［mmja］が「どこ」相当部分，［arubaη］が「か」

所にある」ことを意味すると思われる。この地点の疑問

相当の意味を表す部分と判断し，意味的・統語的にこの

表現aの他項目では，「か」相当部分に［ka］が用いら

項目のねらいに合致するとみて採用とした。

れており，［demo］が「か」に相当する形式というわけ

2072，20［mmj

aarubaη］

「アルバン」については，平山輝男編（1988）『南琉球の

ではなさそうである。よってこの回答は不採用とした。

次に，採用としたが説明を要するものについて述べ

方言基礎語彙』（桜苗印，813ページ）に，「基本的にあ
る事柄を例示するのに用いられる。それが文脈によって，

る。

調査結果の報告に述語部分が記されている場合，述語
のテンス・モダリティが，調査で提示した「あるだろう」

に直接対応しなくても採用した。下に例を挙げる（「ど

0746．69

4712．25
6480．23

次の回答については，253図の解説でも触れたように，

［dokkaniarしund3anaiga：コ

1集24図「ここに」では〈N＞が回答されていることか

［dokkaniaruI］

ら，［daga］が「か」相当，［N］が「に」相当の可能性
もある。

1739．28［dokokaniaruIkamo∫irenai］
3762．42

一つとして「かやら（不確か）」が挙げられている。

［dagaN］が「か」相当形式と考えられる。ただし，第

こかに」相当部分に下線を付す）。
0717．50

以下に記す意味も表すようになる」とされ，その意味の

6700．97

［dogoganYaruIdogodenega］

［dokodagaN］

次に，不明瞭な点・疑問が残るが，採用とした回答に

［dokkanlattahandana：］

ついて述べておく。

［dokokaniarja：se【〕kano：］

［dokokaniakkusai］

次の回答は，末尾の［du］は強意の助詞と思われる

8248．18［dokkaattaijo：moN］

ものの，それ以外はどのような構成なのか不明である。

7350．54

8372．47

2085，16

［dokkalliattojo］

［takahadu］

次の回答は，「どこかそこかに」のような，疑問詞

次の回答は，［dOYO］が「どこ」相当形式，［de］が

（＋「か」相当形式）の後に代名詞が続く構成のもので

格助詞，［Ya］が「か」相当形式ではないかと思われる

ある。これらは，不定の存在場所を表すという点で意

が，そうだとすれば，存在場所を表す助詞として［de］

味・文法的にこの項目のねらいに合致するので，全て採

が適当なのか疑問が残る。あるいは，［deYa］全体で

用した。253図で「誰か彼が」等相当の形式を採用した

「だか」に対応する形式とも考えられよう。
5762．82

のと同様である。
2784．51

［doYodeYa］

次の1169．62，1261，16の回答については，末尾の

［dogokats亡臼k即Y］

3702．83

［doQkakaQka］

［jetiη］［tiη］が，共通語の「でも」に相当し，全体とし

3780．65

［dogogakagogani］

て「どこにでも』 iあるだろう）」の意味かもしれないと

〃

［dogosogoganY］

651735

［dokozokanzoni］

6697．59

いう疑問が残るが，採用とした。これについては253図

［dogakagoganiコ

3781．21

の解説を参照のこと。
1169．62［ma：ηka麺etiη］

1261ユ6［mamakatiη］

［dokkasokoir即i］

なお，2784．51（青森県東津軽郡平内町）の回答語形は，

次の回答は，〈「どこ」相当形式＋格助詞〉という構

松木明（1982）『弘前語彙』（弘前語彙刊行会，308ペー

成で，「か」相当の形式を含まないように見えるもので

ジ）に，「どこかに」を意味する形式として記載されて

ある。地理的には岩手県と岐阜県に多い。

いる「どこがかつかね」と類似していることから，この

2775．21

［dogone］

類の形式と判断した。

3725，32

［dogosa］

次に，回答語形の構成が分かりにくいが，関連項目や

3734．14［dogonl］〈ドコカニの意味もこれであり。＞

近隣地点の回答語形，先行研究を参照しながら採用とし

3784．65

た語形について説明しておく。

5579．79［ドコネ］
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［dogonY］

5598．95［ドコニ］
5646．80

た。

［dokoni］

1

5660．50［ドコニ］

原則として2モーラ目までを前部，残りを「後部」
とする。

これらは「どこにあるだろう」相当する疑問表現ではな

伊U：doko−kani，

いかと疑われるが，3734．14では，意味的に合致した形

dok−kani，

daa−garani

2ただし，次の場合は例外となる。該当する語形を

式だという話者の注がある。そこで，上の語形は全て採

すべて挙げる。

用とした。253図でも［dareoa］等の回答を採用として

2−12モーラ目と3モーラ目が長母音をつくる場合，

いる。

3モーラ目までを前部とする。

採否には関わらないが，下の地点では，話者による回

？idaa＿kanaN

答語形の意味に関する注記がある。
4712．40

2−2次のものについては1モーラ目のみを前部とす

［dosaga］

る。

［dogonTga］

do−niga，

［dogosaga］〈方向を示す様な気がする。〉

ta−kahadu，

［dogogasa］〈場所を示す様な気がする。〉

割せず，2モーラ目まで（3モーラ目が促音や長

6629．13［dokk興pi］（丸熊二氏の回答）

音の後部の場合は3モーラ目まで）を「前部＋後

7305．22［dokodo］〈父が言っていた。〉

前部」とする。該当する部分は（）で括って示

次の3つは，表記レベルで語形の統合を行ったもので

す。

ある。

（doke）

〃

ma−Ngarakaci，

za−Ndara

2−3次のものについては，「前部」と「後前部」を分

次の2つは，参考話者の扱いで採用した回答である。

7311．28

do−saga，

［dokkε嚇］
［dokqjka］

＝ka，

（doke）

（doke）

＝natto，

（dokee）

；ka，

＝kani，

（doke）

（dokee）

（doke）

＝勾ai，

＝nattoN，

＝勾ai，

（doge）

＝ga，

（dokek）＝ka，（dokii）＝ka，（dokwii）＝ka，

7366．13［ドクィーカ］

7311．28の陶］という表記は，母音連続［ai］を表すと

（dokoo）

＝ka

考えられるので，回答語形全体をそれぞれ［dokkai］，

これらは，上の（2）に対応する構成で，「どこ」相

［dokoika］とした。7366．13では，［クィ］は［kwiコと

当の部分と「に」相当の部分が融合していると思

いう音声を表すものと判断し，回答語形全体を

われるものである。

［dokwi：ka］とし，見出しでは＜dokwiika＞に統合した。

「後前部」と「後後部」の分割は，次のようにした。

〔語形の記号化〕

1原則として，後部の頭から1モーラ目を後前部と

A．

語形の分割

し，残りを後後部とする。後後部がない場合もあ

記号化に際しては，語形を「前部」と「後部」に分け，

る。

さらに後部を「後前部」と「後後部」に分け，それぞれ

例：doko−ka＝ni，

の形態に応じて記号を与えた。

の構成要素とが，なるべく次のいずれかに対応するよう

ただし，2モーラ以上を後前部とした場合がある。
例：doko−doo＝e，

に決めた（以下，前部と後部の境界を一で表し，後前部

doko−jara＝ni，

maa−gana＝nakai，
maa−deNgara＝可a，

N切a−arubaN＝なし

と後後部の境界を＝で表す）。

3次のものについては，「後前部」と「後後部」を分

「どこ」相当形式一「か」相当形式＝「に」相当

割しない。これに該当する後部は（）に括って

形式
（2）

doko−zo＝なし，

doko＿ni＝ka

2

分割のしかたは，「前部」「後前部」「後後部」と語形

（1）

doko−zo＝e，

「どこ」相当形式一「に」相当形式＝「か」相当

示す。
dok一

形式

dok一

以下，分割の具体的な手順を説明する。

（kε），

dok一

（kiaa），

（kεε），

dok一

doko一

（kaa），

（kεε），

doko一

（zee）

これらは，上の（1）に対応する構成で，「か」相当の部

「前部」と「後部」を分ける際には次の手続きをとつ
163

［後部全体で］kε，kεε，

分と「に」相当の部分が融合していると思われる

klaa，

kaa，

zee（融合類）…………・………・…・………血

ものである。

9・・a，9句・・a，d・・a（ガラ類）・……・…・……（）

次の語形については，「前部」と「後部」の分割を行

ka，

わない。これらにはすでに〔語形の採用と統合〕のとこ
ろで触れた「どこかそこかに」のような語形である。
〈dogosogogani＞

〈dogakagogani＞

ga（力類）………………・…・・……□

nattoN（ナット類）・………・…・……6

なし［後前部が二類以外の場合］…………○

〈dokozokaNzoni＞

＜dogogakagogani＞

kja，

natto，

なし［後前部が二類の場合］，前部と後

〈dokkasokoirani＞

部に分割しない語形…………・……・…・…線記号

〈dokkakakka＞

なお，一つの記号の形が二つ以上の形式に対応している

B．記号の与え方
次に記号の各要素と語形の「前部」「後前部」「後後部」

との対応について説明する（記号の各要素と語形の各部
との対応については，なるべく253図と共通するように

のは上の「類」のみで，それ以外では記号の形と後後部
の形式とが一対一に対応している。

後前部と後後部の組み合わせ等によって塗りつぶし方

した）。

を変え，語形が互いに区別できるようにした。また，後

B−1．記号の色

前部が非長音か長音かによって記号の大きさを変えた。

後前部を「類」に分類し，その類と記号の色とを次の
ように対応させた。前部・後部に分割しない語形は「紺」

B−3．記号の方向・補助記号
記号の方向と前部の形態とを次のように対応させた。

第1集解説書34，35ページに示した記号の方向を上と

とした。

力類（ka，
kj

ゾ類（zo，

した。

ga，［以下，後部全体で］kaa，

aa，

kεε，

zu，

上doko，

kε）一一………・………………水

zi，

so，

do，

で］zee）………………………・…・…・………茶

karaa，

gara，

ara，

ジャ類（jara，
ne，

Nkai，

i，

その他（zoka，

natto，
nee，

sa）

gaeera，

Ngasa，

daaga，

na，

naN，

gera，

NZi，

dogo，［前部＋後前部で］doge

ra，

deNgara，

dok，

Zi，

・………・……・…………・……・・糸景

gasira，

de，

maa，

右上

Ngasaa）………自陣

dagaN）……………赤
N，

zuma，4ma，

doho，［前部＋後前部で］dokee

下下
左右

二類（ni，

garaa，

Ngara，

duma，

左上

左右下

ガナ類（gana，

ta，

ma，

Nnja，［前部＋後前部で］doke

doo，［後部全体

aru

baN），前部・後部に分割しない語形………紺

dog，

rok，

？uda，

daa，

doo，

doku，［前部＋後前部で］dokek
？idaa，

za，

Nza，

Nda，

Nta

勾aa，

［前部＋後前部で］dokoo
［前部＋後前部で］dokii
do，

daN，

dfN，

zaN，

［前部＋後前部で］dokwii

「力類」「ゾ類」「ガナ類」「ジャ類」は253図と共通して

後後部がkaで，前部と後前部が融合している類のも

いる。「二類」は，共通語の「に」に相当する形式と判
断されるもので，他の色を与えた語形の後後部に現れる

のは，以上の手順によっても区別ができないので，補助

形式が多い。

記号を用いた。例えば次のようになる。

B−2．記号の形・塗りつぶし方・大きさ
記号の形は後後部の形態と対応させた。ただし，色が

陣］

＜dokeka＞

◇

〈dokeeka＞

巨｝一

「紺」の場合は，後部全体や語形全体の形態に対応する

〈dokekka＞

こともある。下に例を挙げる。
ni，

nu，

na，

naa，

ne，

N（二類）

……………・…・・…△

可・，切aa（二・類）………・……………・・…A
nakai，

Ndu，

nake，

du，

255図

いっか（聞いたことがある）

naN（ナ類）・……………・…・……d

Nkai，

kai，

〔語形の採用と統合〕

共通語の「いっか」に相当する，不定の時を表す形式

ke（ナカイ類）…◇

Ntu（ンドウ類）…・……・………・O

e，i（工類）…・…………・…・………・……・・口

を見るための項目である。調査においては，「「その話は

いっか聞いたことが有る」と言うとき，「いっか聞いた
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ことが有る」のところをどのように言いますか。」とい
う質問文でたずねた。

用とした。

1801．80［maenimo］

まず，使用状況が『方言文法全国地図』全体の語形の

2822．49［maeni］

採用規則に合わないために不採用としたのは次の回答で

4658．69［maεni］

ある。これは，回答した同席者が採用の条件に合わない

4666．42［mεipi］

ためである。

4676．57［moto］

5675．77［itsudaganaコ（同集落生育の妻）

4694．72［mεni］

次に，意味的・文法的に問題があるために不採用とし
たものについて述べる。

以下の回答は「不定の時」を表さないと判断して不採
用とした。

5605．57

［rnε皿i］

5615．67［mε：ni］

9313．46［haitoki：tabatt∫eηkamo］〈かねがね聞いては

おるけれど〉
ク

4724．56［maenT］
5604．28［ma（担i］

5690．28［mo：seN］
6412．22［mae：］

［haitoki：t∫aoibatt∫eηkamo］〈かねがね聞いて

おるけれども〉

6475．07［ma＝eni］

6480．89［maidoni］

「回数」を表していると思われる以下の回答は，項目
のねらいからはずれるために，不採用とした。

6485．49［マエニ］
6497，18［maeni］

5588．78［コノマエイッペン］

6498．50［maeni］

6449．68［イッペン］

6532．51［maeni］

6457．29

6583．30［ma（詫pi］

［ippen］

6486．58［イッペン］

6651．93［ma（lpi］

6519．90［イッペン］

7321．67

［konaicfa］

7322．91

［konaida］

また，「不定の場所」を表していると思われる以下の
回答も，上記と同様に不採用とした。

7324．56［kommae］

0724．95

［dokkade］

734426

［ノ、ヨー二］

1799．94

［doQkade］

7392．76

［∫ote］

2751．10

［doQkade］

7504．72［h句qpimo］

4686．51

［dokkade］

1250．59［me：］

5632．27

［dokka］

6480．89［maidoni］は，「前に」に係助詞「ぞ」が挿入

5659．46［ドッカデ］

されたものと判断した。7392．76［∫ote］は当該地域の方

5742．71

［dokka］

言として『日本方言大辞典』に「以前。かつて。昔。」

6594．20

［dokusode］

との記述がある。また，5690．28［mo：seN］（長野県木曽

6651，93

［dokkade］

郡）は，『日本方言大辞典』にモーセンド「だいぶ前」

7383．98
7503．32

8229．96

として大阪，和歌山があがっており，地域はやや離れる

［dokokade］

が，おそらくこれに関連する語形と考えられる。

［dok：ade］

次の回答は，「いっか彼つか」に相当する形式と思わ

［dokokade］

ただし，次の回答のように「いっか」に相当する語形

に」相当の形式を採用したのと同様に，全体で「不定の

が含まれている場合はその部分だけを採用とした。
179994

れるが，253図で「誰か彼が」，254図で「どこかそこか
時」を表していると判断して採用とした。

［itsukadoQkade］

次に，採用したものの説明を要する回答について述べ

3781．21

［fdz【hgakadz山ga］

また，以下の回答は「か」に相当する形式が付かない

る。

まず，時間的に前方の時を漠然と表す以下の回答は採

一165

語形であるが報告のまま採用した。

207220

次の語形については「前部」と「後部」の分割を行わ

［itt∫i］

7659．62

ない。

［itsu1］

〈izugakazuga＞〈sjote＞〈cumaNgasanaa＞

なお，次の回答の注記は女性以外も使うと判断して採

〈maeni＞〈maεni＞〈maaeni＞〈mεni＞

用した。

＜mεεni＞〈maidoni＞〈maenimo＞〈maee＞

7407．66［itt∫ara］〈女がよくつかう〉

〈mee＞＜mooseN＞〈moto＞＜konaida＞〈konaira＞

参考話者の回答では，次のものを採用した。

＜koNmae＞〈h勾ooni＞〈h句onimo＞

6375．28［itsudoja］〈としよりが言っていた〉〈自分

B．記号の与え方

は使わない〉

次に記号化の実際について解説する。

〔語形の記号化〕

B−1．記号の色

A．語形の分割
記号化にあたっては，それぞれの語形を「前部」と

後前部に含まれる音によって，次のように記号の色を

「後部」に分割し，さらに後部を「後前部」と「後後部」

決める。ただし，前部・後部に分割しない語形は「その

に分割した。「前部」はおもに疑問詞に相当する部分で，

他」として「紺」を与えた。

「後部」はおもに断定辞・疑問辞に相当する部分である。

次に分割の手順を示す。以下，例を挙げるときには，

後前部の第1モーラ：da，

Nda，

後前部の第1モーラ：do，

du，

ra，
zo，

d，

de…

茶

zu…・…・・緑

「前部」と「後部」を「一」で，「後前部」と「後後部」

後前部の第1モーラ：ja，

を「＝」で区切って示す，

後前部なし………………・・……………・・…・…・水

1原則的には2モーラ目までを前部，残りを後部と

榿

B−2．記号の形・塗りつぶし方
原則として後後部の形式に形を与え，後前部との区別

する。後部がない場合もある。
ik−ka，

ze，（ja…

前部・後部に分割しない語形・………………・・紺

まず，「前部」と「後部」の分割は次のように行った。

例：icu−ka，

zi，勾a，

ici−daera，

に塗りつぶしを用いた。おおむね以下の規則で形を与え

icu一なし

2ただし，1の原則で分割した前部に長音が形成さ

た。

れたり，促音や三音が添加された場合は，例外と

後後部の第1モーラの子音が：k，g……△△△

して3モーラ目あるいは4モーラ目までを前部，

後後部の第1モーラの子音が：j…………□

残りを後部とする。該当する語形をすべて挙げ

後後部の第1モーラの子音が：r…………∠＝7

後後部の第1モーラの子音が：t…………○

る。

・3モーラ目までを前部とするもの。

後後部なし…・……………・…………・……0

iicu−ka，

前部・後部に分割しない語形……………線記号

iccu−ka，

？iφN−ka，

icci一なし，｛cuN−ka，

icuN−daa，

B−3．記号の方向・補助記号

izuN−dera，

前部の形態によって記号の方向を決める。第1集解説

YdzUN＿dera

書34，35ページに示した記号の方向を上とする。

・4モーラ目までを前部とするもの。

また，それだけでは区別のつかない形態がある場合は

？iccii−ka

適宜補助記号を付加する。

「後前部」と「後後部」の分割は次のようにした。

1原則として後部の1モーラ目を後前部とし，残り
を後後部とする。後前部や後後部がない場合もあ

上iCU，？iCU，
右上

ik，？ik，

右iCi，？iCi，

る。

右下

例：一da＝ka，一zo→a，一cja＝ra，一なし＝ka，

2ただし，例外として2モーラ目あるいは3モーラ
例：一勾ai篇ro，

左下

iZU，

左？iglN，

目までを後前部とした場合もある。

左上

jairloo，一daa＝なし，

一調arii＝なし

一166

ic，

igi，

igi，？igi，

iz，

eZU

iCCU
iCUN

eCU

ed

iZi，

？igY，？iccii，？iti

下iiCU，

一緒a＝なし

iCjU，

eCi

iCCi，

iZUN

調査文での相手の設定が「子ども」とあるので，待遇

11．疑問表現b

上「目上」と注記されているものは不採用とした。
6573．79［胆両ae］〈目上に〉

11．1．疑問表現bの概要と記号化

ク

［胆pike：］〈同輩またはやや目上に〉〈ナニ

カ，ナニコは言わない〉

疑問表現bでは，事物の実態を尋ねる疑問詞疑問の形

丁寧な形式のため不採用としたのは次の語形である。
7441．02［nandesuka：］〈少〉〈上〉

式を見るための項目を扱う。項目としては，256図

調査文では「何か」の部分の回答を求めているため，

「（それは）何か」が該当する。

共通語では，「疑問詞＋疑問辞」の構成になっている

動詞を用いた以下の回答は不採用とした。

が，全国的には，「疑問詞＋断定辞＋疑問辞」，「疑問

1794．54

詞＋断定辞」で表現する地域も見られる。

1865．54
6563．87

語形の採用にあたっては，「何を持ってるか」「何を拾

〃

ってきたか」などの動詞を用いた形式や，待遇がからむ

［nanio∫irottekita］

［dokodegirottaka］
［nε甲igirotaηka］

［胆pigirotaηke］〈keはやさしい感じ＞

7349．91［nanimottorunozo：］〈「ナンゾ？」は地方（ジ

形式，丁寧な形式は採用の範囲外とした。

カタ）のことば＞

記号の分割および記号化の実際については各図の説明

7407．66

を参照してほしい。

［nanigirotekitanna］

次に，採用したものの説明を要する回答について述べ

11．2．各図の説明

る。

質問文の相手の設定が「子ども」とあることから，待

256図

（それは）何か

遇上「目下」と注記されているものは採用とした。
7238．82［so巾na両a：］＜主として目下の者に使う＞
7441．02［nanika：］〈中〉〈目下へ，下〉

〔語形の採用と統合〕

なお，次の地点で回答された併用語形のうち，「子供

疑問詞を用いて単純に物事の実態を尋ねる形式を見る
ための項目である。調査においては，「子どもが道で何

に」との注記がない語形は子供に対しては使用しないと

かを拾ってきたので，子どもに「それは何か」と尋ねる

も解釈できるが，子供に対しても対等な表現を使ったり

としたら，どのように言いますか。」という質問文でた

子供も含めた汎用性のある表現と判断していずれも採用

ずねた。

とした。

5575．52［nand3a］〈子どもに対して〉

なお，資料一覧には「それは」にあたる部分は原則と

〃

して掲載していない。

［naNja］〈対等の場合＞

6418．54［naNdae：na］（同等）

まず，使用状況が「方言文法全国地図』全体の語形の

〃

採用規則に合わないために不採用としたのは次の回答で

6510．74

ある。

ク

6539．22［nandaN］＜女＞

［naNd則a］（子供に）
［naNd3aina］

［naNd3的a］〈子供に向かって〉

次の回答は，話し手の疑問の気持を表明したり，相手

6558．24［nandaN］＜女。但し老人は使わない。＞
6620．70［nandaN］（ゆ）〈女＞

に念を押す気持を添える表現であるが，いずれも採用と

7408．46［sorenande］〈女〉

した。

4714，60

この他，採用条件に合わない同席者の回答を不採用と
4715．52

［nandakkeε］

6419，18［ソレワナンダロオナ］

した。

回答語形に対して次のような注記が示されることがあ

［soetsしuanan重ja］

ったが，いずれの回答も採用した。

5690．28［soren綾pi］（同席の婦人）

次に，意味的・文法的に問題があるために不採用とし

3766．24［nanda：no］〈「ノ」はやさしい言い方＞
4609．53［nandade・］〈やさしい語調〉

たものについて述べる。

一167一

6375．28［naikace：］（kaeはkaとk記の中問音）

ク

［nanda］〈強い語調〉

ク

［nand句a］〈やさしい語調＞

〔語形の記号化〕

A．語形の分割

6374．58［nanik亀lo：］〈男の子に〉

〃

記号化にあたっては，それぞれの語形を「前部」と

［naNkana：］〈女の子に言う時＞

6517．35［soranan3ai］〈〜iをつけると，いっそう見

「後部」に分割し，さらに後部を「後前部」と「後後部」
に分割した。「前部」はおもに疑問詞に相当する部分で，

下したいい方になる。＞

「後部」はおもに断定辞・疑問辞に相当する部分である。

6568．16［nandaN］〈女性的ないいかた＞

次に分割の手順を示す。以下，例を挙げるときには，

6580．88［nannae］〈おだやかなきき方＞

「前部」と「後部」を「一」で，「後前部」と「後後部」

6583．30［sorewanande：］〈女に多い〉
ク

を「司で区切って示す。

［sorenando：］〈男に多い。＞

まず，「前部」と「後部」の分割は次のように行った。

6587，35［nandzoi］〈ていねい＞

1原則的には2モーラ目までを前部，残りを後部とす

7229．75［nanne：］くより丁寧な言い方＞

る。後部がない場合もある。

7248．97［naNka：］〈ちょっととがめや叱りめいたも
のが入っている。＞

例：naN−da，anijo，nuuja，nani一なし

7238．82［so噸ananna］〈やさしく親しいことば＞

2

ただし，次の場合は例外となる。

7424．62［nannara］〈相手を軽べつする気持＞

2−1

〃

［naηzone］〈女に対し〉

｛列：na−Nda，na−Ndare

次の地点で回答された

2．2

［naNne］くやさしいことば，母が子に対し

る。

てよく使う。〉

〃

軽罰

［naNna］〈父親が子供に対してよく使う。〉

2．3

のうち，第2答の注記は話者自身がやさしく表現すると
採用した。

以上の例からもわかるように「それは何だ」にあたる

｛列：naani−ga，aaN−d司a，naaN−kai

は採用していない。倒置の形式も同様に，「それは」に
［nand句asore］

→

3710．70

［nandabahoりa：］

5771．36

［nandasore］

→

9313．46

［naηkasoraコ

例：一da＝ka，一zo→a，ja＝na，一なし＝ka，一勾aニなし

2

ただし，例外として2モーラ目あるいは3モーラ目

［nan3a］

→

→

を後後部とする。後前部や後後部がない場合もある。

［nandaba］

［nanda］

7416．34［nan3ahorewa］→
［naikaisora：］

「後前部」と「後後部」の分割は次のようにした。

1原則的として後部の1モーラ目を後前部とし，残り

［nand興ja］

→

までを後前部とした場合もある。

［naikai］

例：一勾airla，一daa→a，一doo＝なし，一帯aaa＝なし

［naηka］

次に記号化の実際について解説する。

B．記号の与え方

参考話者の回答では，次のものを採用した。
6358．43［nannara：］〈古〉＜八十才以上の老人の言葉＞

記号化の実際について解説する。

B−1．記号の色

6531．61［naNja］（中道氏）

最後に語形の統合に関して述べる。

後前部に含まれる音によって，次のように記号の色を

次の地点の回答は，注記に相当する音声を表現する記
号がないのでkaに統合した。

1モーラ目と2モーラ目が長音となる場合は，3
モーラ目までを前部，残りを後部とする。

形で「それは」が報告されたものでも「それは」の部分

1868．2！

2モーラ目と3モーラ目が長音となる場合は，3
例：naniija，anii一なし

2．4

相当する部分を除いた上で，採用した。

：nu−ga，nuja

モーラ目までを前部，残りを後部とする。

きには使用する可能性もあると判断し，いずれの回答も

8394．21

1モーラ目がnuで2モーラ目と長音を形成しない
場合は，1モーラ目までを前部，残りを後部とす

7237．67［nanika］〈何かあやしいという感じの時〉

ク

2モーラ目の子音がNdの場合は，1モーラ目まで

を前部，残りを後部とする。

7436．40［nannara］〈男に対し〉

決める。ただし，前部・後部に分割しない語形は「その
他」として「紺」を与えた。

一168一

後前部の第1モーラ：da，Nda両a，de，dε…茶
後前部の第1モーラ：do，zo，ze，zujo，e…緑
後前部の第1モーラ：ja，勾a，？a・・………・榿
後前部の第1モーラ：na，切a，ne，nε，可。…赤

後前部なし……………・…・………………・水
その他……・………・…・……・…………・・…紺

B−2．記号の形・塗りつぶし方
原則として後後部の形式に形を与え，後前部との区別
に塗りつぶしを用いた。おおむね以下の規則で形を与え
た。

後後部の第1モーラの子音：k，g………△△△
後後部の第1モーラの子音：j…………□
後後部の第1モーラの子音：r…………∠＝7□

後後部の第1モーラの子音：n…………○○
後後部の第1モーラの子音：b…………6
後後部なし…・……………・・……………○，線記号

B−3．記号の方向
前部の形態によって記号の方向を決める。第1集解説
書34，35ページに示した記号の方向を上とする。
上
右上

naN，na
naaN，naani，nεN

右nani，nane
右下

nanii，nai

下aN，aaN，ani，anii
左下

左
左上

nu，noo，nau

nuu
naNi，nae

169一

5675．77［daregaigugana］（同集落生育の妻の回答）

一方，次の同席者の回答は，採用条件に合うことから

12．疑問表現c

採用している。

12．1

7373．31［ダルガイクゾ］（同席者の回答）

疑問表現。の概要と記号化

項目の性質から以下のような回答は採用しなかった。
・「分らない」を修飾しないもの

疑問表現。は，主格の疑問詞（「誰が」）とそれを受け
る動詞の疑問形式（「行くか」）から構成される疑問表現

・「誰が」に相当する部分がないもの

を扱う。疑問詞疑問文的であるが，全体が「分らない」

・動詞に相当する部分がないもの

という動詞を修飾することから従属節としての性質を持

・「行く」に相当する動詞がないもの
それぞれについて不採用語形を挙げ，説明する。

つものである。

以下の回答は，全体で言い切りになっていると考えら

地図化においては，「誰が」に相当する部分と「行く

れることから採用しなかった。

か」に相当する部分に分けて扱った。各図の説明ではこ

1739．28

れらをまとめて解説する。

〃

一連の疑問表現の中では，不定の内容を表す疑問詞を

［darekaηaikし硅jo］

［darekaηaikimas田jo］

扱う疑問表現a，疑問詞を述部に置く疑問表現b，主部

この地点には他に次のような併用回答が見られる（上記

に疑問詞を置いた疑問詞疑問文（的表現）を扱う疑問表

のとおり資料一覧では「分らない」の部分は掲載してい

現。という位置付けになる。

ない）。

1739．28［dareηaik田kawakaranna：］

疑問表現。は，259〜261図で扱う反語表現に形式的
構成上ならびに現れる語形の上で類似する。記号化にお

この併用回答とあわせ見て上記の回答は「分らない」を

いては疑問表現。と反語表現の問で平行性が保てるよう

修飾しないと判断した。

以下の回答は「誰が」に相当する部分がないことから

に配慮した。記号化の詳細については，各図の説明を参

採用しなかった。

照のこと。

6366．25［イクンカ］

12．2

各図の説明

257図

誰が行くか（分らない）

表現aで扱う不定表現が用いられている以下の回答も採

258図

誰が行くか（分らない）

用しなかった。

ク

［イクソカ］

また関連して疑問詞はあっても「誰か」のような疑問

1718．71［darekaikulka］（ダレガではなくダレカと
〔語形の採用と統合〕

答えた。）

「分らない」という動詞を修飾する疑問詞疑問の従属

1770．72

［darekaikuka］

節の形を見ようとする項目である。調査では次の質問文

1778．45

［darekaikuka］

で尋ねている。

4637．20

［dakkaiguka］

「それでは，「誰が行くか分らない」と

言うとしたら，

6508．60［ダレカガイクカ］

「誰が行くか」のところをどのように言いますか。」

なお，琉球では，以下に例示したように語構成上「誰
がか」に相当する形が見られるが，これらについては疑

《187》

問助詞の現れる位置の異なり（「行くか」ではなく

このように疑問詞は「誰が」で主格，動詞は「行く」
で構成される。また，「分らない」に相当する部分は報

「か＋行く」）と判断し，採用している。

告を求めていないためその部分が報告された回答でも資

0228．96

料一覧では掲載していない。

1231．99

［tagaga？it∫ura］

2068．07

［ta：gagaitslg句ara］

まず語形の採否について説明する。

次の語形はGAJの採用条件に合わない同席者の回答

［tarugaga？ikluro］

以下の回答は動詞部分がないことから採用しなかっ

であることから採用しなかった。

た。

170

3726．68

［dεn【〕a］

く。）

3765．93

［dareηa］

5649．75

［dareηa］

6418．54

［darega］

6650．06

［dareN］

3714．95

［da：egl血godqpYnaNdaga］

6711．35

［dafega］

3747．91

［dareηa曾g血jo：nnagga］

7341．77

［darigja］

3766．24

［daπja：弓gα1godonfnar山ga］

8364．22

［daiga］

3785．94

［dare曾gu些jonfnarしuga］

［tagaga］

4706．43

1221．48

次に動詞部分について説明する。

「行くことになるか」「行くようになるか」のような
形は採用した。

［dareaiη呵onnakka］

1251．04

［ta：gaga］

ある程度まとまった分布が見られることから一定の表現

1261．16

［ta：gaga］

形式として使われていることが考えられる。

2141．52

［ta＝katu］

また，「行くだろうか」のような推量表現も採用した。

以下の回答は「行く」に相当する動詞がないことから

4714．60

採用しなかった。いずれも「なる」が用いられている。

［dareeηu」bena］

6605．36

［dareりaikuzuraka］

0746．69

［dareninar〔uka］

727524

3754．59

［dareninart〔lga］

7311．28

［daregaiko：ka］

4675．45

［dannenarudaro＝no：］

7391．41

［daregaikutod3airo］

0247．31

［tagga？ikiug9句aro］

また，「行く」が現れるものの「行ける」のような可

待遇やアスペクト的な形が用いられた回答も採用し

能表現が用いられている以下の回答も採用しなかった。
1725．35

［dagaitto3aro］

［daregaigeruga］

た。

3723，31［dareegasarulga］（行けるか）

6545．31

［dare均勾ukklorunoka］

6563．30［doitsuik：orJa］〈同輩の問で〉

次に採用した語形について説明する。

〃

「誰が行くも分らない」のように「分らない」への修

［dareikar両a］＜他所の人や目上の人＞

飾が「〜も」で回答されたと見られるものがあるが，こ

6563．30の語形は，疑問詞が「誰」とは異なるが，この

れらは採用している。

ようなものを採用したことは上に記した。

その他，「行くか行かないか」も特殊な回答だが，採

8334．36［dagaikumo］

835428［dagaikumo］

用している。
1942．62

「誰」とは異なる系統の疑問詞であっても採用した。

あるいは，調査票で直前に位置する「行くか行かないか」

いずれも「どっち」「どの人」「いずれ」など選択的な疑

《186》に引きずられた回答である可能性も考えられよ

問詞が用いられている。
6510．74

う。

［dott∫藍Oaikしuka］

7324．56

採用した中で特殊な語形について説明する。

［doNjatsugaikka］

次の回答は通常鼻濁音が現れない地域での報告であ

7344．26［ドンシガイクカ］
1213．88

［daregaikulkaikanaika］

り，注意したい。

［juduraga？ikiga∫ura］

7322．91

「誰」がくりかえされた形も採用した。採用しなかっ

［dariζlaikka］

た「誰か」のような不定的な用法に近いことも考えられ

257図の見出しでは〈dariUa＞，音声内容ではdariNgaに

注意したい。

統合した。

3783ユ1

次の回答の末尾のηaは「か」に対応するものだとす

［daredare弓gula］

れば特殊な現れ方をしているので注意したい（第2集解

「誰が」の部分が「誰こそ」で現れたものも採用し

説書20ページなど参照）。

た。

8361．42

5508．16［ダレコソイクヤラ］（ダレコソイクヤラワ

［daηai？ηa］

次は，話者の回答どおりの語形で採用したが，調査者

カラン（誰こそ行くやら分らない）のように続
171

の注記に気を付けたい。
1250．59［ta：ga？it∫ara］（？it∫uraの言い誤りと思われ
る。）

次に統合の問題について説明する。

次の回答のkWuは〈ku＞に統合し，

kWuは音声内容に

も提示していない。
7349．91

［daregaikwuka］

以下のカナ表記の工段＋アは音声内容εoに統合し，
見出しでは＜εa＞に統合した。第3集解説書103ページ
右25〜38行を参照のこと。
4597．66［ダレァイクカ］
5516．19［ダレァイクヤラ］
5517．75［ダレァイッカ］
5527．81［ダレァイッカ］
5546．66［ダレァイタカコ

5565．12［ダレァイクンヤラ］
5565．29［ダレァイクヤラ］
5566．37［ダレァイクカ］

556695［ダレァイクカ］

以上により通常の方法で統合を行い，その上でおもに
「行く」にあたる部分を部分統合した。この手続きは反
語表現「誰がやるものか」（259〜261図）《193》に準
ずる。したがって，部分統合の方法については，反語表
現の解説を参照のこと。
〔語形の記号化〕

概要と記号化にも述べたように語形を「誰が」と「行
くか」にあたる部分に分けて地図化した。地図化の方法

は，反語表現（259〜261図）と共通である。詳しくは
反語表現の解説を参照のこと。

一172

地点にのぼった。注記の付されたものから例示する。

13．反語表現

4721．45［dar卵ulzzm：］〈スルしか言わない。＞

6546．12［dafeηas山r｛hd3a］（ヤルはなかなか出な

13．1．反語表現の概要と記号化

い。）

6563．30［dare∫06zo］〈「やる」という語はこの場合

ここでは，疑問詞（主格）＋動詞（疑問形式）という

には用いない。＞

構成で疑問詞疑問文の形をとりながら，全体の意図は動

6565．14［dafeUas山fmmonoka］〈jaf田は言わない。＞

詞の内容を否定するものを反語表現として扱う。

7259．54［dagasurumoNka：］（「スル」を用いる物し

具体的には「誰が」という主格の疑問詞と「やる」と

かないようだ。）

いう動詞から構成され，調査にあたっては動詞の後に

7289．51［dagasuimoNka：］（動詞suru以外のことばを

「ものか」という形式名詞＋疑問助詞を付加する形で聞

使っては表現しないようである。）

き出している。

7322．91［daregasurumoNkai］（「スル」の形は採らな

地図化においては，「誰が」に相当する部分と「やる

いとあるが，それ以外の形が出なかった。）

ものか」に相当する部分に分けて扱った。また，「やる

7356．77［ダレイスルカ］〈「やる」というのは与える

ものか」に相当する部分の変種が多いため，これをさら

の意に多く用いる。何かをするのはスルを使い，

に2枚の地図に分けて扱っている。各図の説明ではこれ

「やる」とは言わない。＞

らをまとめて解説する。

7421．38［daregasurumoηka］〈ヤルは使わない。＞

反語表現は，257〜258図で扱う疑問表現。に形式的

8301．68［daregasukka］＜「やる」は使わない。＞

構成上ならびに現れる語形の上で類似する。記号化にお

8320．28［daOasukka］〈「やる」は使わない。＞

いては反語表現と疑問表現。の問で平行性が保てるよう

8351．75［daYgasu？moηka］〈ヤルを使う形は用いな

に配慮した。記号化の詳細については，各図の説明を参

い。〉

また，琉球ではほとんどの地点で「やる」は用いられ

照のこと。

ない。以下にはその一部を列挙する。

13．2．各日の説明

0276．51［taOga∫u：m両a］くこれは「スル」を使った形。

「ヤル」は用いない。＞

259図

誰がやるものか

260図
261図

誰がやるものか一その1−
誰がやるものか一その2一

1231．72

［ta：∫o：］

1241．49
2068．07

［ta：ga∫utt∫i：］

2151．281

〔語形の採用と統合〕

［darugasu：ga］

［to：gassu：tt∫a：］

もしこれらを採用しなかった場合，「する」による反

疑問詞疑問文の形を形式的にとりながら反語を表現す
る形を見ようとした項目である。「誰が」という主格を

語表現が得られているのに地図として掲載できないこと
になってしまう。この項目の主旨は動詞そのものの変種

とる疑問詞と動詞「やる」を使った疑問表現「やるもの

よりどのように反語の形を形成するかにある。そこで

か」から構成される。

「やる」以外の動詞が用いられた回答も採用することに

A。1

した。したがって，以下に例示したような系統的に「や

鼬̀の採否

調査票では次のような質問文を用いている。

る」「する」以外の動詞であっても意味的に大幅なずれ

「そんなこと誰がやるものか」と強く言うとき，「誰

がないと考えられるものは採用している。

がやるものか」のところをどのように言いますか。（「ス

2072．20

ル」を使った形は採らない。）

末尾の注記で動詞「する」を使った回答は採用しない
ことが指示されている。しかし，「やる」を使わない地

域が広いようで，「する」を使った回答が全国で約100

［taη【｝airuηai］

2095．60

［tandu乃e：rukutu］

2150．17

［ta：asTga］

以上のように「やる」以外の動詞を用いた回答も採用
したことを前提として述べる。

一173一

ク

まず，語形の採否から説明する。

4715．52［daremojannε］

以下の語形はGAJの採用条件に合わない同席者の回

4740．93

答であることから採用しなかった。

4746．21

4715．52［darejappetsa］（同席者の回答）

［da「eluost血nε］

5659．12［daremojannaijo］

者についての情報がない。

5679．69［daremojannedoコ

一方，次の同席者の回答は，採用条件に合うことから

7340．42［da：imo∫iwa∫eN］

採用している。

7403．40［daremojarehennεa：］

6531．61［dare胸arumoりkai］（中道氏の回答）

7405．10

以下の回答は，話者自身の使用が明確ではないことか

［darett∫asenzo］

7416．34［darem（オaranwa］

ら採用しなかった。

643404［dae：g句arumoNka］〈そのように言う人もい

［daremosαInegode：］

5575．52［darem句aranwa］

5463．73［daig司ara：tsuke］（同席者0）回答）

4715．52については，同席

［daremojannε3eja］

1−3

否定推量形（だれもやらないだろう・だれもやる

まい等）

るような気がする。＞

1868．21［dar句arulwakenemdeneka］

6563．87［dareg句aruka：］（ゆ）〈言う人もあろう。〉

3772．61［daremoj

項目の性質から以下のような回答は採用しなかった。

aranebe：］

1

形式．．ヒ肯定の疑問形式が用いられないもの

4629，81［daremo∫inegandene：ga］

2

動詞に相当する部分がないもの

4761．07［dafemojamett∫e］
5659．12［daremoj

肯定の疑問形式が用いられないものとは，「（誰も）や

annakambe：］

5679．04［daremojamme：］（反語は出てこない。）

らない（だろう）」のように，形式上，否定表現が回答
されたもので，反語としての形が認められないものであ

5720．12［daremojamme］

る。以下の回答を不採用とした。

5781．23［dareln（オanne：nd3ane＝ga］〈反語は普通使わな

1−1

い。〉

やらない・しない・やるものではない

0717．50

［jarane：］

0894．41

・

［jannai］

関連して以下のような回答も採用しなかった。
1−4

［jaranai］

2773．12

［janed3a］

1−5

［jannet∫a・3

578α84

［janne］

［seN］

0294．66

［jaran］

1−2

1−6

1−7

173928［sonnnako！omo＝∫iraNzo］
〃

［daremojaraNzo］
［darrlojaned3a］

4723．40

［∬anεtt∫a］

［damlo∫inεbattei＝］

［dare∫fnegodo・］

肯定の疑問形式であっても「やる入がいようか」のよ
うな形で「やる人の存在」の否定になっていて，「やる

行為」の否定にあたらないものは，不採用にした。もっ
とも，末尾の形は反語の形式として参考になるだろう。
4706．43［dareiajar田moNambe麺a」

4712．15［darem句annε：na：］

〃

［daremo∫iraNzo］
［§a・nett∫a］

4652．79［daremojaぬseN］
4659．79

しない・知らない

4704．45

376624［darem句annε：dzo］
4638．01

［dareりε隻jarulkotojara∫iraN］

6387．62［dareg句arumoNka曾∫iraNdeno：］

だれもやらない・だれもしない

〃

だれがやるか知らない

4598．07

1739．28［daremo∫inaizo］

2764．81

やるものがいない

7441．02［daret∫：asurumona：naidojo：］

7392．76［∫eNmone］
7400．15

［jarしugitsu兀jo：ne：］

4598．07［jar田monowaoranna］

4701．！3［s曲r曲mondenεa］（ヤル形はとらない。）
47！2．40

やる必要がない

186821

7219．20［dagasurumon：aaruke：］

［daremojannεzeja］

174一

7431．34［dareg司arumonogaa面a：］

これらの注記の中の語形は，それが単独で用いられる

その他，次の語形は「誰かが〜」に相当するものと見

もの（スルモノ凹形）なのか疑問詞と接続する形で用い

られ，疑問表現aで扱う不定の表現が回答されたものと

られるもの（ダレガスルモノカ形）なのかの判断ができ

見られる。採用していない。

ない。そこでこれらの語形は，地図上には掲載していな

7400．15［darezog勾aroozoi］〈わからない時〉

い（資料一覧では「文章による注記」に掲載している）。

上に2とした動詞に相当する部分がないことから不採
用にしたのは以下の回答である。
374791

以下に例示したような推量や意志表現が用いられた語
形は採用している。

［darεa：］

・ヤロー

4723．40

［dare：］

4686．51

6622．97

［dare］

6348．34

［dareg勾aro：ka］

8314．25

［daga］

6548，53

［dareg勾ara：ka］

ク

［daiga］

・〜

また，「やる」に相当する動詞が用いられていても可
［daJarebε］

4628．23

［dafβjareb司a］

6554．76

［daf句aiafuljaf（狽i］

8311．63［dagasuirowai］
・〜

これに平行して「できる」が用いられたものも採用し
なかった。

1801．80［dekir田moOka］
ク

̲ロー，ロー

3780．65［darejarulmond劣roba］

能表現が用いられているものは採用しなかった。
2791．57

［dareg句arob勾a］

Y

5681．22

［daπjεしjarazu］

6621．77

［dareη琶larazuka麺a：］

6630．18

［dekirしuka］

・〜

報告に不十分な点があると見られ採用しなかったのは

［dareηaiaradzukai］

xー

3786．03［darejaruImoNdaNbe］

次の語形である。調査者への確認もできなかった。

4730．59［daTe勾ambε・］
6617．88［dareη句ambe：コ

6605，36［dreη句arumonka］

次に採用した回答について説明する。

・〜

基本的に疑問詞疑問文形式を採用したが，「誰が」に

Sッタ

2775．21

［dεgεサar亡亡【goQta］

なお，次は「〜やらない」に類似するが，GAJ第2

相当する部分がないもの（「やるものか」に相当する語
形）が回答：されることがあった。これについては，当該

集の否定形のデータで確認する限りは，否定辞としてン

項目の反語表現から大きく外れないと判断して採用し

が使われる地域ではない。おそらく推量・意志のズから

た。このような回答の地点では「誰が」を表す259図に

変化したものではないかと考えられることから採用して

は「260，261に続く形がないもの」として示している。

いる。
5642．29

1747．55［jarumonoka］

「誰がやるという

4712．40［jarαImonkaコ
ク

［dajaraNsa：］

（か）」のような引用的形式が末尾

に用いられたものも採用した。まとまった分布が見られ，

［jatε090］

反語表現の形式として固定したものではないかと考えら

8352．61［jaimoηka］

れる。以下に例示する。

これに関連して，以下のような注記が見られた。
4609．53［dar句arob句a］（ややぞんざい）〈sob勾aはや
や上品＞
546229［daega∫o：zukai］（二度目の発音では∫o＝tsu）

737399［darugayarumoNka］〈普通はsurumoNkaを
使う。＞

8312．95［dag句aimoOka］〈suimoηkaスルモノカが普
通〉

一175一

2754．56

［dajart血dzごa］

2771．97

［daJart血dz前bja］

3609．46

［daJa：dzα1ba］

3701．52

［dajart〔ldztaba］

7229，75

［dagasurut∫u：ka］

8248．18

［dagalatd「ul＝ka］

8372．47

［daigasultts璽Ika］

したがって，推量・意志＋引用表現が用いられたもの

「誰が」と大きく異なることが考えられるので注意が必

も採用している。
6642．57

要である。

［dareNjarasutt∫o：］

ところで，259図ではくdareN＞が現れており，「誰も」

「やってやる」の類も採用している。

に形式上類似するが，GAJ第1集1図「雨が」で確認

6389．20［darega∫itarumoUkai］
6430。53

しかし，「誰も」は文構造の中で果たす役割や意味が

するとほとんどの場合に同地点や近隣で主格としてNが

［dareg句att∫aro胆a＝］

このような類が回答されたのは強調的な意味合いや待

確認されることから，これらの〈dareN＞は「誰が」に

遇的なありかたが関わるものかもしれない。質問文に

あたるものと考えられる。

「強くいうとき」という指示がされており，それとの関

B．語形の統合

連が予想される。このような「強い」ということに関連

以下のカナ表記の工段＋アは音声内容εgに統合し，

して以下のような注記が見られた。

見出しではくεa＞に統合した。第3集解説書103ページ

5730．61［dareηas田rulmoηka］〈強く言うとき〉

ク

語形の統合について説明する。

［dare胸arulmoUka］〈あまり強くなく言うと

右25〜38行を参照のこと。
4597．66［ダレァヤルモンカ］

き〉

5516，19［ダ1／アヤルモンカ］

これらについてはいずれも採用している。「強く言う」

という質問文は，反語を引き出しやすくするための設定

551775［ダレァヤルモンカ］

と見られ，「強弱」を採否の基準にはしていない。

5527．81［ダレァヤルモンカ］
5565．12［ダレァヤルンジャロカ］

また，待遇に関して以下のような注記が見られた。

5565．29［ダ1／アヤルモンカ］

5631．78［dar句arazud〈目上1こ〉
［darejarazu］＜同等以下に＞

5566，37［ダレァヤルモンカ］

7427．06［dareηasu6a：］〈特に目下の者に〉

5566．95［ダレァヤルヤロコ］

ク

ク

以下の促音相当の部分は？に統合した。

［dare℃asurud3e］〈特に目上の者に〉

5537．77［daQη勾aro：ηana：］（Qは促音を表す。）

これらも特に質問文から離れるものではないと見られる

〃

ことからすべて採用した。

次のカナ表記のケヤーは㎏aaに統合した。

るが，これは採用している。

6407．69［ダレガヤルモンケヤー］

3761．75［（薄a：dz山jar愈mondaga］

以下は，「誰がやろうか，誰もやらない」「誰がやろう

次のカナ表記のケエーはkeeに統合した。
5597．42［ダレカ。ヤルケエー］

か，誰もやるものか」にあたる語形である。

次の負はNに統合した。

6488．48［ダリャヤリャダレモヤッカレ］

8229．96［dagas田imq両ai］

7659．31［daga∫o：∫idaremo∫innaka］

次の語形には

これらは回答された語形全体を採用した。

7311．28

採用した中で注意を要する語形について説明する。

「誰もやるものか」の類は採用した。その上で，「誰
も」の部分は，語形の類似性から「誰が」を対象とする
259図で扱っている。

［daQ刺alτukot可a］（Qは促音を表す。）

7363．12［ダルガスッモンカ］

疑問詞部分で「誰」ではない形が回答されたものがあ

［daregaskka：］

カタカナ表記として，ダレガスッカーが併記されており，
これを参考に〈daregasukkaa＞に統合した。

その他，「そんなこと誰がやるものか」という質問文

4609．27［dar曾mojarob勾a］

から「そんなこと」が「誰が」と「やるものか」の問に

5577．88［ダーリモヤルモンカ］

挿入された回答が以下のように見られた。

5618，48［darem〔オarulmon些a］

2784．51［da：hotagot句ar山moNdε］

6594．20［da：rem句arumoηka］

3752，13
〃

7350．54［daimosummoηka］
ク

7269．52

［daim句ammoηka］
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［dar記sontagodojarudarana］
［daraラsontagodosurudarana］
［dagasogゆaNkotojaruka：］

7347．54［ダレガソゲナコツースルモンカ］

（4）接辞部分が引用的な形

これらの「そんなこと」は削除する形で統合している。

《187》ハッティーヤ

これは，「そんなこと誰がやるものか」のような形での

《193》ヤルッテカ・ヤルモンダテカ

報告では「そんなこと」の部分を削除して統合している

（5）接辞部分が「カ」の類による疑問表現形式

ので平行している。

《187》イクカ・イクノカ

同様に倒置した

《193》ヤルカ・ヤルモノカ・スルノカ

6393．86［dareg勾anlmoNna：sonenakoto：］

以上の（1）〜（5）を上から順次あてはめて分類していくと

でも「そんなこと」は削除して統合した。

次のようなものがその他として残る。

また，間投助詞が挿入されたと見られる次の回答では

（6）その他の疑問表現形式

その部分（ore）を削除して統合した。
6700．04

［daren

oraj

《187》イク・イクダ・イクゾ

arurnoりka］

《193》ヤル・スル・ヤルダ・ヤルンゾ・ヤルゾ

→〈dareNjarumoNka＞

以上の6分類の中で（3）〜（6）については，それぞれの中

その他，次のような補助表現が見られたが，
6393．86

で動詞部分を部分統合した。ただし，《193》において

［dareg句arunal氏janakoto氏ja］

は，「やる」と「する」のように語彙的系統の大きな異

末尾の補助表現（ijanakotoija）は見出しに挙げていな

なりがあるため，語彙的系統ごとに部分統合を行ってい
る。以下に部分統合の例を挙げる。

い。

なお，地図化のために「誰が」と「やるものか」に相

（3）

《187》

〈ikudara＞

当する部分に見出しを分割したが，次のように双方が融

→

374422［darε：r山moNdaga］

→
《193》

している。

→

疑問表現。の概要と統合や反語表現の概要と統合で述

（4）

《193》

べたように「誰が行くか」《187》と「誰がやるものか」
《193》には，類似の語形が現れる。

《187》

それぞれの前半に相当する「誰が」については質問文
《193》

→

後半について現れる語形を整理すると以下のような分

（6）

《187》

《193》

類が可能である。

《193》ヤリャー・スリャー

＜jukuNka＞

〈suka＞
→

Nka＞

〈jaruka＞

ka＞

〈suika＞

〈sukka＞

〈（siru，su，sui，suk，suru）

〈ikudae＞

〈ekudae＞

→

〈（iku，eku）

ka＞
dae＞

〈jarumoNda＞〈jaNmoNda＞

〈suNdεε〉

→

〈（suru，suN）

dεε〉

なお，（1×2）に分類されるものについては部分統合を行

《193》ヤローカ・シューカ

っていない。

（3）接辞部分（語形の後半）が意志・推量的，もしくは

〔語形の記号化〕

回答語形を「誰が」と「やるものか」にあたる部分に

〜ヤラ・ダラのような形
イクンヤラ

＜jakka＞

〈surudεε〉

（2）動詞部分が未然・意志・推量形的な形

《187》イクベカ・イクジャロー・イクダラ・

＜iguNka＞

→〈GanljaN）mONda＞

（1）動詞部分が仮定・．已然形的な形

《187》イコーカ，

bee＞

datte＞

〈（jaijak，karu）

〈suruka＞

も動詞部分を除けば共通性が認められる。

〈jaNbee＞

〈（iku，igujuku）

〈siruka＞

後半に相当する「行くか」と「やるものか」において

jara＞

＜jaNdatte＞

〈（jarujaN）

〈jaika＞

て現れる。

〈Jarubee＞

〈（jabjarujaN）

〈ikuNka＞

→

が共通するのに平行して現れる語形も全体として共通し

＜ek吋ara＞

〈juk旦jara＞

〈jarudatte＞

→
（5）

dara＞

＜ik1〜lara＞

〈（iku，igu，ikk，eku，egujuku）

〈jabbee＞

C．語形の分類と部分統合

《187》なし，

＜ig吋ara＞

＜eg吋ara＞

これは，便宜的に〈darε〉〈εrumoNdaga＞のように分割

〈Nguudara＞

〈（iku，igu，Nguu）

＜ik国ara＞

合したものが見られた。

〈igudara＞

分けて地図化した。これは，《187》を「誰が」と「行
くか」にあたる部分に分けたことと平行する。

語形の採用と統合で述べたように《187》と《193》

《193》ヤッペカ・ヤルンジャロカ・ヤルダラナ
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B−2．語形の分割

の前半「誰が」においては共通の語形が現れる。
また，それぞれの後半の「（行く）か」と「（やる）も

のか」においても動詞部分を除けば類似の形が認められ

記号化のために語形を前部と後部，後部は後前部と後
後部に分割した。

おおまかに言って前部は，動詞に相当する部分，後部

る。

以上のようにそれぞれの前半においても後半において

は接辞に相当する部分である。また，後前部は，形式名

も語形が共通することから，記号化も共通の方法をとる

詞や準体助詞に相当する部分，後後部はそれ以外である。

ことにした。

以下に分割を例示する。

A．前半の記号化（257図，259図）

《187》

「誰カミそテくフう｝」

前部

後前部

後後部

くikunONka＞

iku

nON

ka

①

＜ikukaa＞

iku

なし

kaa

〈lkuda＞

iku

なし

da

〈ikUNda＞

iku

N

da

〈igubega＞

igu

なし

bega

まず以下のように語形を分類し色を与えた（凡例上の
「誰」＋「が」類→茶
〈darega＞，〈dariga＞，〈dagga＞など

②「誰」＋母音類→赤
〈dareja＞，〈darea＞，〈darei＞など

③「誰」＋その他（①②にあたらないもの）→緑
〈darekoso＞，〈taNdu＞，〈taadu＞など

＜ikoka＞

iko

勾aro

なし

前部

後前部

〈jarumonoka＞

jaru

mono

形を与えた（適宜方向による区別も利用している）。概

＜jarumONkae＞

jaru

rnON

略は以下のとおり。

〈jarukae＞

jaru

なし

suru

なし

・ダリ・ダル類→正≡：角形

＜（jarujaN）

・ダン類→涙滴形

〈ja「umONdai＞

・ダエ山嶺正方形

〈surumONdai＞

suru

・デャー・デァ類→平行四辺形

〈jarudai＞

jaru

・ダー・ダ類→曲玉形

〈surudai＞

suru

・ダリヤ類→小刀形

＜jarUNdabee＞

jaru

＜jappe＞

jap

〈jarugadaroo＞

jaru

〈jaadara＞

jaa

順で優先させている、，

〈jarooka＞

jaroo

B．後半の記号化（258図，260図，261図）

〈sjuukai＞

的uu

B−1．色

〈ja巧aa＞

ja巧aa

〈ja増a句a＞

ja噸aa

＜jarumoNdatte＞

jaru

〈jarutte＞

jaru

ように色を与えた（色0）後の数字は凡例での配列順）
ほ：1→赤…5
〔2：1→雀登・一4

（311→茶…

B−3．

顧→紺…6
（6）→緑…2

鵬

分割に従い，色ごとに後後部を分類して形を与え，さ

3

（5）一一レオく一・1

形と塗りつぶし方

しししししNし

〔語形の採用と統合〕C．で説明した分類に従って次の

し

凡例上の並べ方は，色，形（方向），塗りつぶし方の

jaru

㎜㎜ななNなg・ななななな㎜な

記号の塗りつぶし方を与えた。

（jarujaN）m・N

NNしし

そして，それぞれの色ごとに語形が区別されるように

mONda＞

e m
Om iし

・ダレ類→二等辺三角形

〈surukae＞

上首

区

見出し語形

次に「誰」など疑問詞相当部分の語形をもとに記号の

〈doNjacuga＞，＜doNsiga＞，〈juduruga＞など

ka

後

「誰がやるものか」

《193》

「誰」以外が用いられるもの→紺

to

e
e凹曲i
．μl
加㎞な担曲鵬
後㎞㎞
㎏e
㎞凹
鮮i
血曲
四i
型㎏

④

〈itto勾aro＞

it

見出し語形

配列も同じ順）。

らにその細分類は塗りつぶし方で区別した。以下に分類
と形の概略を挙げる。

水
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守則（カ，カイ，カナなど）→二等辺三角形，正三

角形

B−6．凡例における記号の並べ方

ニナルカ類→ばち形，盃形
緑

色，形，塗りつぶし方，補助記号，方向の順で優先さ

ダ・ジヤ・ヤ類→小刀形

せた。

ダイ・ジャイ・ヤイ類→リボン形

C．

ダバ類→亀甲形

《193》の後半の地図分割

《193》の後半においては部分統合を行ってもなお，

ナ類→鍵穴形

見出しの数が313と多い。そこで，2枚の地図に分けて

イ・工類→矢印形

いる。

ゼ類→分銅形

各地図への分割の基準は，〔語形の採用と統合〕C．に

茶

ゾ類→傘形

おける分類に従い，次のようにしている。

デ類→爪形

a（1）（2）に相当する語形（榿・赤）→すべて260図で扱

なし→菱形

う。

べ類→涙滴形

b（3）〜（6）に相当する語形（水・緑・茶・紺）

ダロ・ジャロ・ヤロ類→曲玉形

・形式名詞や準体助詞を含む（後前部が「なし」で

イロ・ニロ類→楕円形

はないもの）→260図

ロ・ド・ヨ類→円形

・形式名詞や準体助詞を含まない（後前部が「なし」

のもの）→261図

ダラ・ジャラ・ヤラ・ラ類→紡錘形
力類→二等辺三角形，正三角形

bについて水の語形で例示すると次のようになる。

二類→いちょう形

260図

ズ類→正方形
赤

バ類→T形
なし→菱形

〈（jaiJakjaru）ka＞

＜jarumoNkae＞

〈jarukae＞

〈suitokai＞

kai＞

紺

前半の地図（257図，259図）の併用語形の地図上の

テヨ類→平行四辺形

配列は後半の地図の配列に従う。ただし，259図におい

ズ類（ジュー，ズ，チューなど）→正方形

ては，後半の2枚の地図を260図，261図の順に合算し

B−4．

方向

た形で配列している。また，260図，261図においては

258図においては， 方向による記号の区別は行ってい

相互の地図に併用語形（また，単三で別語形）が存在す

る場合は「261参照」もしくは「260参回目の記号を置

ない。

260図・261図では，語彙的系統による分類を以下の

いている。次の例を参照のこと。
7427．06の語形全体

ように方向で区別した。

・「やる」類→上

dareηasuruka

・「する」類→右

dareηasu℃laa

・その他→左

dare疋〕asuruze

B−5．補助記号

da面aasurUNna

後前部で補助記号を与えた。おもなものについて以下

mono

mON

○ひσ6Q

なし

260図の押印見出し（凡例順）
＜surUNna＞

に例示する（仮に円記号に与えたとして示している）。

N

〈（sjuk，suu，suk，suru）

D．併用語形などの扱い

レ類→扇形

テ類（テ，ダッチなど）→長方形

no

261図

〈jarumonoka＞

〈SU巾a＞

261参照
261図の押印見出し（凡例順）
〈suruka＞
〈suruze＞

補助記号は各記号に方向を与えた後で与えている。

260参照
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259図の押印見出し

（260図の前半，261図の前半の

順）

＜da嚇aa＞
〈dare1〕a＞

〈dareηa＞
＜dare［〕a＞
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（1）

14．授受表現

太郎が［中立／話し手寄り］次郎に［中立／他者］

本をやる。

14．1．授受表現の概要と記号化

（2）

太郎が［他者］次郎に［話し手寄り］本をくれる。

（3）

次郎が［話し手寄り］太郎に［他者］本をもらう。

こうした授受動詞の分類基準のうち，授与動詞に遠心
授受表現とは，与え手が対象物（所有物）を所有権ご

性動詞と求心性動詞の対立があることは，現代日本語

と無償で受け手に移行することを表す表現である。共通

（共通語）の大きな特徴と言える。日本の各地方言の授

語では，授受を表す基本的な動詞に，次のような語彙体

受動詞に関しては，すでに『日本言語地図』において，

系が見られる。

「やる（73図）」「くれる（74図）」「もらう（76図）」の

全国分布調査が行われている。そこで，「やる」と「く

表共通語の授受動詞の体系

れる」の分布図を見ると，クレル類の語（クルッ，クエ

敬意の有無

人称的方向性による対立

ル，ケル等）を「やる」「くれる」両方の意味で用いる

ﾉよる対立

遠心性動詞

求心性動詞

方言が，中部地方以東と九州南西部以南に存在し，共通

ヴォイス的対立

授与動詞

敬意あり

さしあげる

くださる

語的な［やる／くれる］対立を持つ方言を間に挟むとい

i与え手が主格）

敬意なし

やる・あげる

くれる

う分布になっている。いわゆる周圏分布をなすこの分布

受納動詞

敬意あり

いただく

からは，現在，［やる／くれる］対立を持つ中央地域の

敬意なし

もらう

方言においても，かつては，「くれる」がこうした対立

i受け手が主格）

「やる」「あげる」「さしあげる」「くれる」「くださる」

は，与え手が主格に立つ表現をなし，「もらう」「いただ

く」は受け手が主格に立つ表現をなす。ここでは，前者
を「授与動詞」，後者を「受納動詞」と呼ぶことにする

が，この授与動詞と受納動詞の構文的な関係は，格の交
替という観点から，能動文と受動文との対立（ヴォイス
的対立）に対応するものである。
（1）太郎が［与え手］次郎に［受け手］本をやる。

『方言文法全国地図』第5集では，授受表現の全国分
布を見る項目として，以下の分布図を収録した。
262図

友達から本をもらった《206》

263図

きのう，うちの孫に本をやった《208》

264図

犬に餌をやったか《209》

265図

犬に餌をやったか《209》

266図

おれにタバコを1本くれ《207》

262図は「もらう」相当の受納動詞の過去形（平叙文）

（2）太郎が［与え手］次郎に［受け手］本をくれる。

を扱うものである。263・264図は「やる」相当の遠心

（3）次郎が［受け手］太郎に［与え手］本をもらう。

敬意の有無ということでは，「やる」は敬意を含まな
い語であり「あげる」はそのやや上品な語，「さしあげ
る」はその謙譲語動詞である。「くれる」は敬意を含ま
ない語であり，「くださる」はその尊敬語動詞，「もらう」

は敬意を含まない語であり，「いただく」はその謙譲語
動詞である。

さらに共通語の授受動詞は，話し手を基準にした授受
の方向性の違いにより，与え手と受け手に人称制限を持
つ。すなわち，共通語の「やる」「あげる」「さしあげる」

は，授受の与え手に中立もしくは話し手寄りの人物，受
け手に中立もしくは他者を配す「遠心性動詞」であり，
「くれる」「くださる」「もらう」「いただく」は，授受の

受け手に話し手寄りの人物，与え手に他者を配す「求心
性動詞」である。

なく用いられていたことが予想される。

性授与動詞の過去形を扱うもので，263図は受け手が人
（孫）で平叙文，264図は受け手が動物（犬）で疑問文
である。266図は「くれる」相当の求心性授与動詞の要
求表現を扱うものである。待遇的意味に関しては，いず

れも敬意を含まない語を想定した質問文となっている

が，分布図作成の方針としては，262・263・264図で
は基本的に敬意を含まない語を採用したのに対して，

266図では敬意を含むと考えられる語も併せて採用し
た。この点に関しては，後に指図の説明で詳細を述べる。

なお，《209》では，「やったか」の動詞部分「やった」
と疑問助詞部分「か」を分けて地図化した。
語形の記号化に関しては，各日の説明で詳細を述べる。

なお，262・263・264・266図で共通して現れる語は，
同類の記号で表した。疑問助詞の分布図（265図）は独
立の記号化をしている。
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2793．04［moratane］

14．2．中置の説明

3725．49［morattaJo］

262図

1213．88［muro：tandoja］

6584．38［morotawa］

もらった

授与動詞系の語形であると考えられるため不採用とし
〔語形の採用と統合〕

たのは以下のものである。

この項目の調査時の質問文は，「「友達から本をもらっ

・クレル系

た」と言うとき，「本をもらった」のところをどのよう

6521．20

に言いますか」というものである。受け手が主格に立つ

〃

受納動詞「もらう」に相当する語の過去形を扱う項目で

7392．76

ある。

ク

［kuret∫attar噸a］
［kuret∫attan3a］

［kurera∫ita］
［kudda∫ita］

まず，分布を概観すると，全国的にモラウ系の語形が

8352．61

［k旦jeta］

分布する中で，沖縄にエル系の語形が分布している。ま

2076．98

［hi：da］

た，モラウ系の語形については，過去形の分布として，

・トラス系

促音便形（東日本）とウ音便形（西日本）の地域差が目

1233．52

［turat∫aη］

立つものとなっている。なお，『日本言語地図』第2集

2072．20

［tura∫aり］

76図に「もらう」がある。語彙的な分布状況は，本図
とおおむね同様であるが，『日本言語地図』では，エル

敬意を含む語形であると判断されるため不採用とした
のは以下のものである。

系の語形が佐賀・長崎にも多く見られること，沖縄にト

1801．80

ル系の語形が見られること，宮古にモラウ系の語形が見

［itadaita］

4659，79［mofaimo∬ta］

られないことなどが，本図とは異なる。

〃

語形の採否に関しては，以下のような方針を立てた。

5659．12

・終助詞付き回答についてはAα方式を採る。

2095．60

・与え手が主格に立つ授与動詞系の語形は採用しない。

［omOfai∬ta］
［itadaita］

［taborarataN］

以下のものはテ形＋終助詞であると考えられるので，

・敬意を含むと考えられる語形は採用しない。

不採用にした。

・過去形でないものは採用しない。

6566．73［mofotena］

・「〜てくる」「〜てしまう」を後接したものは採用し

7441．02［moro：t∫ino：］

ない。

以下のものは，補助動詞「〜てくる」「〜てしまう」

以上の他，話者の属性や使用意識という観点から，不採

を後接したものであるため，不採用にした。

用にしたものがある。

・「〜てくる」後接

以下に不採用にした語形とその回答地点を挙げる。

2608．90［moraQtekitado：］

まず，以下の回答は，条件に合わない参考話者による

5762．82［moratt∫attand句。］

回答であるため不採用とした。

・「〜てしまう」後干

5463．73［muratta］

6626．37［moratt∫atta］

また，次の回答は，話者の使用意識があいまいである
ため，不採用とした。

不採用にした語形については以上である。次に，採用
したものの中で，注意を要する語形について説明する。

5624．84［morっ・tta］（ゆ）〈ごく古くは使ったと思う。
「買った」はkっ・tta＞

次の語形は授与動詞クレル系の語形であるが，採用し
た。

併用回答に終助詞の付かない同形があることにより不
採用としたのは以下のものである。

4743．29［keratta］（「呉れられた」にあたる語形）

この地点では，レル・ラレルによる尊敬語形は用いられ

1794．54［morattawa：］

ないため，この形は受身形であると見なされる。よって，

2701．62［moraQt句a］

受納動詞と同様に，受け手が主格に立つ表現であると考
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えられるため，採用した。

（1）語頭音がmであるもの（モラウ系の語形）

次の語形では，「ta」が過去時制を表し，「kke」は証

①前部がrat・raで終わるもの……・……一…・…榿

拠性を表す（話し手自身の観察により得られた情報であ

②前部がrOO・rO・rOO・m・rU・raa・rai・

ることを表す）モダリティ形式である可能性があるが，

rau・roaで終わるもの

本図では，「takke」全体を過去時制辞として扱った。
6642．32［morattakke］

（2）語頭音がe・i哩・？i・g孟・juであるもの

6622．97［morattakk句。］

（エル系の語形）…………………………………・・緑

次の回答の「t両a」は終助詞と見なしたが，これは伝

（3）上記以外（その他の語形）…・…………・・…………紺

聞の意味を含む表現である。
4598．07

…・・……………・……赤

③前部がmoo・mot・moであるもの……………茶

モラウ系の語形の色の与え方は，榿が促音便，赤・茶

［rnorotatoija］

がウ音便におおむね対応するものであるが，この対応は

この場合，「もらう」の主格は話し手以外という解釈に

かならずしも厳密なものではないので，注意が必要であ

なる。調査時の質問文は「友達から本をもらった」であ

る。また，その他とした［Nnatta］は，モラウ系の語形

り，通常の解釈では話し手が主格に立つ文脈が想定され

である可能性があるが，由来不明と考えて，その他に分

るが，特にそれに限定する設定は施されていないので，

類した。

この回答は採用した。

以下，（1）〜（3）の各分類ごとに，記号の各要素の決め方

琉球地方の回答に，以下のような注記のある語形が見
られた。アスペクト的に特別な意味が加わっていると見

の概略を述べる。

B．モラウ系の語形の記号化
モラウ系の語形の記号化の概略は，次のとおりであ

られる表現であるが，いずれも採用した。
0228．96［murataり］くもらってあること〉
ク

［muratari］〈

ク

る。

モラウ系の語形では，記号の形を，各種の三角系の記

＞

0330．80［murataη］〈もらって有る感じをいう。〉

号とした。前部の形式によって記号の向きを決め，前部

〔語形の記号化〕

と後部の組み合わせによって塗りつぶし方を決めた。後

以下の説明で扱う音形は音声統合の処理を施した後の

部については，一部，補助記号・記号の大きさを用いて

凡例において見出しに立つ（〈〉内に入る）形である。

違いを示した部分もある。ただし，語形全体が他と大き

本図に現れる語形は，大きくモラウ系，エル系，その
他の動詞の過去形である。これに該当すると見なした形

く異なる〈muroarara＞，＜muroorara＞には，それぞれ語
形全体に対して記号を与えた。

を前半と後半に分ける。前半を「前部」，後半を「後部」

このようなモラウ系の記号の分類は，『方言文法全国

と呼ぶ。学校文法では，前部は「動詞連用形（音便形）」，

地図』第2集105図「買った」の記号化に準じている。

後部は「過去の助動詞」にほぼ相当するものである。以

詳細は第2集の解説書を参照のこと。

なお，次の回答は，終助詞の融合形であると見なし

下に例を挙げる。ハイフンより前が前部，後が後部であ

た。

る。

morat−ta

moO−ta

mora−ta

e−ta

mura−taN

i−taN

moroo−ta

？iトdaru

3726．68

［morattae：］

3735．77［morattae］

6551．70［モロテン］
［moratt記：］［morattae］はくmoratta＞，［モロテン］は

moro−taa

くmorota＞が，仮想形として想定される。

muroa−ra

C．エル系の語形の記号化
エル系の語形は，前部の形式によって，まず以下のよ

A．語彙による分類
まず，語彙的な語形の相違により，モラウ系，エル系，

うに分類し，記号の形で違いを示した。

その他の語形を区別し，さらにモラウ系について，前部

（1）e・ee…・・…………・……・…・………・…………紡錘形

の形式（音便形）の相違を区別する。これを，以下のよ

（2）i・ii・it・1・……・・…・・……・……………平行四辺形

うに記号の色の違いで示した。

（3）
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？i

・

？ii

・・・・…

一・・・・・・・・・・…

一・・・・・・・・・・・・・・・…

ク

（4）

i多1

（5）gi

・・・・・・…

。…

。・…

●●

前半島，秋田県男鹿半島にも分布していること，北陸地

………・・………・……長方形

方にヨコス系，能登半島先端部にトラス系の語形が分布

。・・・・・・・・・・…

……………●●………

●●●

●●

●

することなどが，本図とは異なる。

（6）jui＿．．＿＿…・・…・……………・………………正方形

語形の採否に関しては，以下のような方針を立てた。

さらに（2×3×4）については，記号の向きで違いを示した。
（2）を上向き，（3）を右向き，〔4）を右上向きとした。（1×2×3）

・終助詞付き回答についてはAα方式を採る。

については，短音であるe・i・it・Y・？iは小記号，長

・授与動詞でないものは採用しない。

音であるee・ii・？iiは大記号で表した。また，（2）のYは

・過去形でないものは採用しない。
・平叙文でないものは採用しない。

補助記．号を付して区別した。

また，（2×3）については，後部の形式によって分類し，

以上の他，質問文の設定している文脈に合わないため不

おもに記号の塗りつぶし方により，一部補助記号を用い

採用としたもの，話者自身の使用語形ではないと見なさ

て，区別した。

れるため不採用にしたものがある。

なお，敬意を含む語形は採用しない方針を立てたが，

なお，次の回答は，終助詞の融合形であると見なし

明示的な敬語形は本図の回答には見られなかった。ただ

た。

1232．38

［ji＝tassa＝］

し，複数回答のあった地点で，待遇的意味・使用場面・

1241．49

［ji＝tassa：］

機能等に関する注記の付された語形があったが，これら

1271．05

［gitaθa：］

はいずれも併用語形との相対的な使い分けを回答したも

［ji：tassa：］は＜iitaN＞，［g｛taθa：］はくgitaN＞が，仮想形

ので，語形自体が敬称・卑称であるとは見なされないた

として想定される。

め，採用した。以下に併用語形とともに挙げる。

D．その他の語形の記号化

3785．94

［kεda］

ク

その他の語形については，記号の色を紺とし，記号の

［kεdejatta］〈やや丁寧＞

形で区別した。

376624

［kg前teεa：

263図

5623．94

ク

やった

〈keda

（jo）

より丁寧〉

［keda（jo）］＜親しい開戸は子供間で使う。＞
［jatta］

ク

〔語形の採用と統合〕

（jo）］

［kureta］〈ぞんざいな言い方＞

6407．43［ageta］（上）
ク

この項目の調査時の質問文は，「友達に「きのう，う

［jatla］（中以下）

7275．24［jatta］（共？）

ちの孫に本をやった」と言うとき，「本をやった」のと

ク

ころをどのように言いますか」というものである。与え

［kureta］〔ゆ〕（jattaより品位は低い。）

7311．28［クレタ］〈相手が年少者の場合に限る。〉

手が主格に立ち，話し手が与え手である場合に用いられ

ク

る，遠心性授与動詞「やる」に相当する語の過去形（平

7237．67

叙文）を扱う項目である。

〃

まず，分布を概観すると，クレル系の語形が中部地方

737096

以東，九州南西部以南に分布し，ヤル系の語形が関東か

［ヤッタ］〈多＞
［jat：a：］

［kureta：］〈下＞
［jat：a］

ク

ら九州北西部にかけて分布している。また，複合授与動

［kureta］＜jat：aよりは少しよい言い方＞

752393［jattaコ〈下〉

詞クレテヤル系の語形が，東日本に広く散在的に分布す

・

る。この他，千葉にダス系，沖縄本島中央部にエラス系，

［aηeta］〈上〉

以下に不採用にした語形とその回答地点を挙げる。

沖縄本島周辺部にトラス系の語形が見られる（沖縄本島

まず，以下の回答は，話者自身の使用形式とは見なさ

にはクレル系の語形も分布する）。なお，『日本言語地図』

れないため不採用とした。

第2集73図に「やる」がある。クレル系，ヤル系，ク

177845［honkureta］〈南部（岩手）出身の人が言

レテヤル系，沖縄のエラス系，トラス系の分布状況はお

う。＞

おむね同様であるが，『日本言語地図』では，ダス系の

4689，11［kureta］〈若い者のことば〉

語形が北関東一帯に広く分布するだけでなく，北海道松
184

4782．08［kuqcj

a］〈使わない。〉（ゆ）

6652．43の注には「おもに」とあるので，自分の孫に対

併用回答に終助詞の付かない同形があることにより不

しても用いられることがあるものと見なす。

採用としたのは以下のものである。

次の語形では，「ta」が過去時制を表し，「kke」は証

3726．68

［jatta：neコ

拠性を表す（話し手自身の観察により得られた情報であ

3766．24

［k￠tateεaJo］

ることを表す）モダリティ形式である可能性があるが，

ク
4684．87

［ked4jo］
［kurutaej

本図では，「takke」全体を過去時制辞として扱った。
a］

577136

5569．10［ヤッタワイ］
5579．12［kuretawai］
6583．30
ク

次の語形は，アスペクト的に特別な意味が加わってい
るものと見られるが，質問文の設定する文脈からはずれ

［jat：ade：］

るものではないので，いずれも採用した。
0228．96［k

次の回答は，「人におごる」の含意を持つ「張り込む」

ク

〃

次の回答は，「カテケダ」すなわち「買ってくれた」

〈

〃

＞

u頁taη］〈結果，自分はもっていない。〉
u直tari］

〈

〃

〉

1261．16［kwiteη］

（？）

授与動詞に授与補助動詞が後接している語形（複合授

以下のものは過去形ではないと考えられるので，不採

与動詞形）は採用した。以下に一部の例を挙げる。

用にした。

・「くれてやった」相当形式

［toraseru］
［tarasuru］

以下のものは疑問形であると考えられるため，不採用
とした。
6538．42

［k

udtari］

能性があるが，採用した。

あるため，不採用とした。

ク

urft費aηkutu（クレテアルこ

また，次の語形は，「〜ている」相当の語形である可

に相当する語形であると考えられ，主動詞が「買う」で

5518．20

［k

0248．01［k

［harukonda］

［katekedad3a］

urltaη］〈k

と）〉

（『日本方言大辞典』「はりこむ」参照）。

2793．04

［jattakkeηa］

［jat：aNja］

に由来する語形であると考えられるため不採用とした
6267．09

［jattakke］

3747．46

1868．21

［ked￠jatta］

3780．65

［kulred｛オatta］

4643．56

［kuret句atta］

6638．14

［jattaka］

［ke：t（麺atta］

7344．26［クリチヤッタ］

以下のものは，質問文の設定と異なり，孫以外の人物
への授与を表す回答であると考えられるため，不採用と

・「やってくれた」相当形式
5584．79

した。

1835．20［ageta］〈少しいいことば。他人にはこう言

（kulrete＞kede）

［jattekulreta］

また，次の語形は，「くれてしまった」の縮約形ではな
く，「くれてやった」の縮約形と見なして採用した。

う。＞

7345．53［kuret∫atta］〈古〉

6630．78［kuret句atta］〈他人に。＞

クレル系の語形には，次のような注記の付されたもの

6701，18［kureta］〈自分の孫に対してではなくよそ

があったが，いずれも質問文の設定する文脈からはずれ

の子だったら。〉

次の回答は，「友達に言う」という質問文の設定に合

るものではないため，採用した。
3725．49［keda］〈例えば自分で買って与えるような

わないため，不採用とした。

時＞

0247．31［ku頁：ta］〈一人で思う。〉

6634．32［kureta］〈買って来たものをくれてやった。＞

不採用にした語形については以上である。次に，採用

7259．54［k田reta］〈買ってわざわざ与えたの意にな

したものの中で，注意を要する語形について説明する。

る。〉

先に，孫以外の人物への授与を表す回答であると考え
られるものを不採用としたが，次の回答は採用した。

なお，次のように，クレル系の語形には，「所有権」

6652．43［kuret（麺atta］〈おもに他人の孫に対して。〉

について，注記の付されたものが見られた。クレル系の

一185一

語が，ヤル系の語に対して，意味的にどのように異なる

hwii．daru

かを説明したものとして注目される。
4752．94

決め方の概略を述べる。

［jatta］

〃
4753．76

B．ヤル系の語形の記号化

［keta］〈所有権を移す場合＞

ヤル系については，以下のように，単純形と複合形を

［jatta］

ク

nee−tf

以下，（！）〜（5）の各分類ごとに，記号のその他の要素の

区別し，記号の形の違いで示した。

［keda］〈所有権を移譲〉

（1）単純形…………・……・……・…・………・・…………円形

ヤル系の語形には，次のような注記の付されたものが

（2）複合形jattata・jattatta…・・………………・…涙滴形

あったが，これも質問文の設定する文脈からはずれるも

jattekureta………・・………，…………曲玉形

のではないため，採用した。

さらに，（1）については，前部と後部の組み合わせによ

4753．76［jatta］（貸したもの，与えたものを含む。）

って塗りつぶし方を与えた。例えば，後部がtaである

7259．54［jat：aコ〈「渡した」という動作のみをあらわ

もののうち，前部がjatであるものにはべた記号を，前

す。＞

部がjaであるものにはぬき記号を与えた。また，後部

7269．52［jat：a］〈貸してやったの気持が入る。〉

なお，次の回答に見られる注記は，ヤル系の語形の本来

の違いを示すために一部，記号の大きさと補助記号を用

の用法が説明されているものと考えられ，注目される。

いた。例えば，後部がtaであるものは小記号，

0276．51［k？utY］（この場合にjaratsYは用いない。

taaであ

るものは大記号で表した。

jara

（2）はすべて，べたの小記号とし，一部，方向と補助記

tsYは「鉢を〜から〜へ移した（やった）」という

号による区別も用いた。

時に用いる。）

〔語形の記号化〕

なお，次の回答は終助詞の融合形であると見なした。
6542，64

以下の説明で扱う音形は音声統合の処理を施した後の

［jatten］

凡例において見出しに立つ（〈〉内に入る）形である。

6551．70［ヤッテン］

A．語彙による分類

6573．32［jat：eN］（ヤッタンヤの転）

いずれもくjatta＞を仮想形として想定した。

本図に現れる語形を，語彙的な相違から，その語頭音

C．クレル系の語形の記号化

によって分類し，以下のように，記号の色の違いで示し

クレル系については，前部の形式によって，以下のよ

た。

うに分類し，おもに記号の形および向きの違いで示し

（2）

た。

k一・h一・v一・p一

②複合形（クレテヤル系の語形）…………………赤

kure・kuret……一・…・………二等辺三角形

（3）t一（トラス系の語形）……………・………………・・茶
㈲

i一・？i（エラス系の語形）

形

kuru一一・・一一・・一・…

………・……・…………・緑

（5）上記以外（その他の語形）………………・・…・……紺

kuri

・k

uri。k

kurYf

・k

urYi
一・…

一・・一・・・・・・・・・…

urY
〃

4

kute・・一・…

部」，後半を「後部」と呼ぶ。学校文法では，前部は

5

kUN…………………

「動詞連用形」，後部は「過去の助動詞」にほぼ相当する

6

kue・…

7

kui

（21②をのぞき，語形を前半と後半に分け，前半を「前

ものである。以下に例を挙げる。ハイフンより前が前部，
後が後部である。

一・・…

・…

一・・一一・・一…

一・・…

ク

…・…・…・…

ク

一・・一・・・・・・・・・・・・・・…

一・・…

一・一・・…

ke・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…

一・・・・・・…

一

ク

一・・

ク

◆◆・・・・・・・・・・・…

8

kuri−taN

？ira−cjaN

ke．ta

aりe−ta

kud−da

dasi−ta

kee

一・…

一・・・・・・…

12

186

・・・・・・・・・…

kut。kud
ked

11

tura§Y−taa

10

tUra−taN

kure−ta

kε一・…

一・・・・・・・・・・・…

9

jat−ta

ク

・kec

・kuc・・…

一…

一…

一・・・…

一…

一…

一・・

一・・・…

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…

kwii・kwi………………・…・・…

正三角形

ク
ク

正方形
ク

爪形

左上

下凹凹柾上右下上祉上

123

⑦単純形（クレル系の語形）………………………榿

離日左

（1）j一（ヤル系の語形）……………・……・…・………・一水

13

kii

・・・・・・・・・・・…

（15）

ku

。

（1⑤
（17）

hii

（1鋤

k

u・・・・・…

一・・・・・・・・・・・…

一・・・・・・…

一・…

ク

一・・・・・・…

ク

hwii………………………………
・・…

。・・・・・・・・・・・・・…

分銅形

一・・・・・・・・・…

ク

vii・……・…・……………………

右上

上
右上 上
右回

（14）

……………・…・……・………・………・・…………右

これに後続する形式の相違は，記号の塗りつぶし方で
区別した。

G．その他の語形の記号化

矢印形

その他の語形については，記号の色を紺とし，記号の

以上で区別できないものについては，補助記号と塗りつ
ぶし方を用いた。（1）のkuret，（3X璃のk

（2）？i

形，向きで区別した。

u一，（3）の一rY・一ri

は補助記号により区別した。また（13）の形式の相違は，記

号の塗りつぶし方で示した。

264図
265図

やったか
やったか

後部の形式は，おもに記号の塗りつぶし方の違いで示
した。例えば，後部がta・taaのものはべた記号，

da・

〔語形の採用と統合〕

daaのものは中白の記号とした。また一部，記号の大き

この項目の調査時の質問文は，「孫にむかって，「犬に

さ，補助記号も用いた。例えば，ta・daは小記号，

餌をやったか」と言うとき，「餌をやったか」のところ

taa・daaは大記号で表した。

をどのように言いますか」というものである。

なお，＜ketara＞＜hhwii＞＜pittaraa＞〈hataN＞は前部と

この項目は，遠心性授与動詞「やる」に相当する語に

後部に分割せず，語形全体に対して記号を与えた。

ついて，受け手が動物（犬）であり且つ疑問文の場合の

D．クレテヤル系の語形の記号化

使用語形を問うものである。人間を受け手とする263図

クレテヤル系については，記号の形を曲玉形とした。

と比べて大きく異なるのは，東北地方と九州地方を中心

その上で，先行する主動詞部分（「クレテ」にあたる部

に「食わせた」に相当する語形が多く回答されたことで

分）の形式によって以下のように分類し，記号の塗りつ

ある。「食わせる」は授与動詞とは言えないが，この分

ぶし方の違いで示した。

布が周圏分布をなすものであり，授与動詞の意味の変遷

（1）kurete。・kurede・kurici・kurec…・・……・………べた

を窺う上で興味深い語形であることから，この語形は地

（2）kerede・keete・kette……………・・…・………半ぬき

図化することにした。すなわち，この項目で採用する語

（3）kete・kede……………・…・…・・……………・…・…ぬき

形は，「犬に」という受け手，「餌を」という対象語を取

さらに，その中の接続部分（「クレテ」の「テ」にあ

り得る動詞ということになる。

たる部分）の形式の相違を，記号の向きと補助記号で示

E．

なお，この項目では，動詞部分「やった」（264図）
と疑問助詞「か」（265図）を分けて地図化した。264図

した。

トラス系の語形の記号化

で扱う動詞部分は過去形語尾までとし，「やったのか」

トラス系の語形は，記号の形を蝶形記号とした。また，

等の「準体助詞＋疑問助詞」に相当する形式が現れた場

前部の末尾音が長音であるものは，補助記号を付した。

合は準体助詞を含めて265図で扱うこととした。また，

後部の形式の相違は，記号の塗りつぶし方と向きで区別

この項目では，動詞に後続する疑問助詞（相当形式）が

した。

用いられていないものも採用した。このとき265図では，
「264に続く形がないもの」という扱いをしている。

なお，次の回答は終助詞の融合形であると見なした。

地図化に際して，264図で不採用とした語形について

0247．31［tura：t∫aslga］〈取らせた＞
1271，05

は，疑問助詞が取り出せる場合であっても，265図では

［tura可aθa：］

［tura：t∫asYga］についてはくturaacj

aN＞，［turat∫aθa：］につ

地図化をしていない。よって，語形の採否に関しては，
264図における方針を述べる。

いてはくturacjaN＞を仮想した。

F．エラス系の語形の記号化

・敬意を含むと考えられる語形は採用しない。

エラス系の語形は，記号の形を平行四辺形とした。そ
の上で，語頭の形式によって，以下のように分類し，記

・推量等の意味が加わった語形は採用しない。
・「〜ておく」を後接したものは採用しない。

号の向きの違いで示した。

以上の他，質問文の設定している文脈に合わないため不

（1）ii……………・………・………・・…………・・……・・…・上

採用としたものがある。

一187一

以下に不採用にした語形とその回答地点を挙げる。

別の語であっても採用する。ただし，この部分は資料一

まず，以下の回答は，条件に合わない参考話者による

覧には原則として挙げていない。
1743．81

回答であるため不採用とした。
5586．56

［kuimonojaQtaga：］

3780．65［monokwa∫itaga］

［ja∫ino：taka］

敬意を含む語形であると判断されるため不採用とした

5566．37［インネ
5584．79

のは以下のものである。

6494．07［ハミ

4715．98［jarYsTtaka］（ていねい）

ママ

ヤッタカ］

［gohaNjattaka］

ヤッタカ］〈ハミは，犬，猫，鳥な

どの餌。牛馬に対しては，ハゴ，カイバなどとい

推量等の意味が加わった語形であると考えられるため

う。＞

不採用としたのは以下のものである。

7356．77［メシュー

3750．64［jattabega］（声曲な質問）

ヤッタカ］〈餌はエだが，これ

は鳥の時などに用いる。犬の餌は，たいたものな

7431．34［jatturo：］〈不確かな時〉

のでメシとなる。＞

以下のものは，「〜ておく」を後接したものであるた

8300，81

め，不採用にした。

［iNnohyorooyattatoka］

6516．13［ヤットイタケエ］

8350．57［kumonnoj

7344．26［ヤッチータカ］（やっといたか。）

9313．46［hamma：kwa∫itaka］〈hamma：は飯米か。〉

以下のものは，質問文にある「犬に」という条件に合
［u∫ini

esa

・「くれてやったか」相当形式

jaQtaka］

6652，43

3787．45［kedaga］〈人に関すること，丁寧か。＞
4643．56

［jattaka］

以下のものは，質問文にある「孫にむかって」という
条件に合わないため，不採用とした。
6563．30［jat：ake］〈これは孫でなしに，気を張った

［jat：akeコおよび注記の中の［jat：ekuretake］は，共に不

以下のものは，「やったか」に対応するものではなく，

「餌をやったか」に対応する語形が回答されていると見

［adz亡αgatta＝ga］
［ja∫inattaka］

［jatteketaka］

6651．93

［jattekuIretaka］

・「やってやったか」相当形式

ク

［jatt∫attaηka］
［jatt∫attaka］

テヤ敬語形の可能性もあったが，「やってやった」相当
形式と見て採用した。

次の回答の［クレタカ］は，話者よりも上の世代の回

なされるため，不採用とした。

5586．56

（ゆ）

6521．20の［jatt∫atta一］は，「やってしまった」もしくは

採用である。

3766．86

0776．88

6521．20

人に対して言う形。jat：ekuretakeはさらに丁寧〉

［adzしugattaga：］

［kuret（琴attaka］

・「やってくれたか」相当形式

（，農鈍こiま）

3725．49

以下のような授与補助動詞が後接している語形（複合
授与動詞形）は，採用した。

わないため，不採用とした。
1756．04

attaka］

答語形として，参考話者の扱いで採用した。
5730．61［jattaka］〈80歳すぎの人。クレタカを言っ
た人がいた。〉

6434．50［コータカ］（「餌をやったか」に対応する。）

次の語形は，過去形語尾にあたる部分が「te」になっ
ている。平叙文の場合の過去形には現れない形であるが，

（イヌーコータカ…犬に餌をやったか。）

6621．77［kattaka］〈飼った。「えさをやったか」の

本項目では複数地点で現れており，過去時制を表す形式
として機能しているものと考え，採用することにした。

意味〉

なお，1213．88に［ko：t∫ami］という回答が見られ，カウ

（飼う）系の語形である可能性も考えられたが，由来が

5696．62［kmreteka］（多）
〃

［jatteka］（少）

5742．71［jatteYa］（たしかにe）

明かではないため，採用した。

不採用にした語形については以上である。次に，採用
したものの中で，注意を要する語形について説明する。
まず，「餌」は，それに該当する意味のものであれば，

一188

6411．31

6603．52

［jatteja：］

［jatteka］

以下のように，待遇的意味に関わる注記が見られたが，

併用語形との相対的な使い分けを回答したもので，語形
自体が敬意を含む語であるとは見なされないため，いず
れも採用した。（併用語形とともに挙げる。）

ち，授与動詞系の語形については，263図と共通する語

3766．240atta：ga：］〈上〉

ク

［kedaga］〈多〉

ク

［k山redaga］〈やや上〉

264図に現れる語形は，大きくヤル，クレル等の授与
動詞系の語形と非授与動詞系の語形に分かれる。このう

形が大半を占める。

記号化の方針に関して特に注意すべき点は，264図で
は，疑問助詞が後接する語形を無標のものととらえると

疑問助詞の使い分けに関しても，以下のように，待遇

いう点である（疑問助詞が後接する語形は，見出しの表

的意味・使用場面・機能等の使用条件に関わる注記が見

記では，末尾に一（ハイフン）を付して示した）。疑問助

られたが，いずれも採用した。（併用語形とともに挙げ

詞が後接する語形において，263図と一致する語形の記

る。）

号は，263日目共通するものとした。一方，疑問助詞が

2743．86

ク
6384．87

ク

［kedana］

後接しない語形は，補助記号を付して示した。

A−1．授与動詞系の語形の記号化

［kedaga］〈やさしい表現＞
［jattaka］

授与動詞系の語形の記号化は，263図に準ずる。263

［jattakana］〈孫に言うやさしいことば。自

A−2、非授与動詞系の語形の記号化

分も言うが女性がよく使う。＞
6387．62

〃

［jattade：］

264図には，非授与動詞系の語形が現れる。「食わせ

［jattaka：］〈jattade：より品位がやや下。詰

問＞

（過去の助動詞）を「後部」とする。この語形は紺色の

［jattako］〈心易い時使う。方言形＞

線記号で表す。前部の形式により，以下のように，記号

6584．38

〃
7229．75

ク
7308．05

〃

［jattaka：］

［jattqpe：］〈やわらかみがある。＞
［jattaka］

［jattakana］くやさしく言う時＞
［jattaka：］

ク

Oattade：］〈上＞

・kasi。kahe・・・・・・…

〃

黒丸付き線

hwaasu

［jattak句。］〈やさしい表現＞

［jattak句。］〈やさしい表現＞
［jattak句a］

黒四角付き線

hwaa§T

hwasu…・…・…………・…

白四角付き線

hahee・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…

〃
ぜんまい形線

vaa§i

●

．

●●●●

冒●●●●

●

kama…………・…・…・…

白丸付き鍬形線

kamaa…・・……………・…

黒丸付き鍬形線

kaN………………

………

右上

〃

hwaa・hwaasi

［yattana］〈女に対して使う。＞

白丸付き太鍬形引

右上

hami……………………白四角付き太鍬形線

［jattak句。］〈やさしい表現〉

〔語形の記号化〕

以上のものについて，末尾音（一se・一si・一he・

以下の説明で扱う音形は音声統合の処理を施した後の

hee・一su・一§i）の相違を，補助記号により区別した。

また，後部の形式については，おもに補助記号の有無

凡例において見出しに立つ（〈〉内に入る）形である。

A．264図の記号化

〃

上上上上上上上
右左右左左左左

7442．45

kwase・kwasi
kwahe

kaa・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…

7433．61［jattaka］〈下〉
ク

（3）

kwaa………………・…・・

7424，62［jattak句a］〈下〉

〃

kuase・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…

kase

7354．43［yattaka］〈男に対して使う。〉
〃

kuwase・kuwasi・…・・…

（2）

上上上
左右左

7305．22

［jattak句。］〈やさしい。＞

（1）

圖働⑳⑳働⑯圓
4567

ク

［jattaka］

き

形醐〃

の形と向きで違いを示した。

［jat：aka：］

向上右

658330［jat：ake：］〈jat：aka：よりやさしい。〉
〃

る」の意味を持った語形である。これに該当するものに
ついては，語形の前半（動詞連用形）を「前部」，後半

6530．010attaka］〈行儀ばっている。〉
ク

図の解説を参照のこと。

および形によって区別を表した。

一189一

なお，〈paseda一〉〈kuwasi向atta一〉は，前部と後部に分

その他の語形については，記号の色を紺とし，記号の
形，向き，補助記号で区別した。

割せず，語形全体に対して記号を与えた。

A−3．その他の語形の記号化
その他の語形については，記号の色を紺とし，記号の

266図

くれ

形で区別した。

〔語形の採用と統合〕

B．265図の記号化
次に，265図の記号化の概略について述べる。265図
に現れる語形は，力系の疑問助詞を含むものとそれ以外

この項目の調査時の質問文は，「親しい友達に「おれ

にタバコを1本くれ」と言うとき，「1本くれ」のとこ

の語形に分かれる。まず，この観点から語形を分類し，

ろをどのように言いますか」というものである。これは，

以下のように，記号の色で違いを示した。

与え手が主格に立ち，受け手が話し手となる求心性授与

①疑問助詞の語頭音がk−kk一であるもの……………榿

動詞「くれる」に相当する語の要求表現を扱う項目であ

②疑問助詞の語頭音がg一であるもの

る。

……・…………・・赤

③①②以外のもの…・……………・……・………・…・……紺

まず，分布を概観すると，クレル系の語形が全国的に
分布する中で，山陰地方にヨコス系，沖縄本島中央部に

B−1．力系の疑問助詞を含む語形の記号化
力系の疑問助詞を含む語形，すなわち上の①②につい

エラス系，沖縄本島周辺部にトラス系の語形が見られる

ては，疑問助詞の前に準体助詞をもつもの，疑問助詞の

（沖縄本島にはクレル系の語形も分布する）。なお，『日

後に終助詞が続くものがある。なお，ここでは，終助詞

本言語地図』第2集74図に「くれる」がある。そこで

を子音で始まるものに限る。kaa，

kai，

kae等，疑問助

詞の末尾音が連母音であるものは，後部母音までを疑問

も，全国をクレル系の語形が覆い，山陰にヨコス系，沖

縄にエラス系とトラス系の語形が分布しており，本図と
同様の分布が見られる。一方，『日本言語地図』では，

g一に続く部分によって以下のように分類し，記号の形と

北海道松前地方にダス系，福岡・佐賀・長崎・熊本・宮

向きで違いを示した。

崎と九州を斜めに横切ってヤル系の語形が分布してい

1234567

形

一a

一aa

一ai

・・・…

一ae

……

・・…
一・・・

…

・・…

・…

@正三：角形

等辺三角形
ク

曾

jaa……………

ク

一e

層一ee

〃

●一εε

〃

一ε

一〇

●叫

●●噛

幽

●一QO

鯖上祉杜右上左﹁

助詞に含める。記号化に際しては，①②を，k（k）一，

る。本図においては，北海道のダス系の語形は北部に1

地点見られるのみであり，また，ヤル系の語形は，福
岡・長崎など九州北東部を主な分布地域とし，熊本・宮
崎にはほとんど見られない。『日本言語地図』では「く

れる」という終止形が調査されているが，本図では，
「くれ」に相当する命令形（要求表現）が問われた。こ
うした質問項目の設定の相違は，用いられる授与動詞の

種類を制限する可能性がある。本図と『日本言語地図』

〃

以上のうち，（H5×6｝（7）については，一a・一e・一ε・一〇を

の分布図との比較には，注意が必要であろう。

小記号で，一aa・一ee・一εε・一〇〇を大記号で表した。また，

ところで，本図は，動詞の活用形を見ることが主眼で

疑問助詞の前に促音が挿入されるもの（kk一）は，記号

はなく，授与動詞を用いた要求表現を見ることに目的が

の塗りつぶし方を中白とした。

ある。また，質問文の設定では，「親しい友達」が相手

次に，疑問助詞に先行して準体助詞がある場合，準体

となっているが，こうした場合，現実の言語運用におい

助詞の形式（no・N・ga・to・cu・do）ごとに，記号

ては，かならずしも待遇的に中立の表現が用いられると

の塗りぶし方を決めた，例えば，noには左半分を塗り

は限らない。命令や依頼という，相手に対して負担を強

つぶした記号，Nには右半分を塗りつぶした記号を与え

いる要求表現では，親しい間柄であっても（この質問文

た。

の設定のように身内でも日下でもない相手であれば），

また，疑問助詞に終助詞が後続する場合，終助詞の形

相手に対して遠慮の気持ちを表す言語表現が行われるの

式の相違を，補助記号の形および位置によって示した。

は，一般的なことであると考えられるからである。要求

B−2．その他の語形の記号化

表現において，相手に対する配慮を示すために用いられ

一190一

る言語表現としては，終助詞の付加，疑問文の使用，敬

・授与動詞が回答されていないものは不採用とする。

語形の使用などが考えられるが，これらは，本図の回答

・受け手が主格に立つ受納動詞系の語形は採用しない。

にも多数現れている。

・「〜てみる」「〜ておく」を後接したものは採用しな

以上のことから，本図では，語形の採否と統合に関し
て，以下のような方針を立てた。

い。

以上の他，話者自身の使用語形ではないと見なされるた

・待遇的意味は考慮しない。すなわち敬意を含むと見ら

め不採用にしたものがある。

れる語形も採用する。

以下に不採用にした語形とその回答地点を挙げる。

・疑問文であるものも採用する。

まず，以下は，話者自身の使用語形ではないと見なさ

・終助詞付き回答を下用・併用の別に関係なく，すべて

れるため，不採用にした。

助詞の付いた形のまま採用する。また，終助詞付き回

6486．58［イタ］〈女がこう言う。＞

答の終助詞部分は，基本的に統合しない。すなわち，

5686．67［kundoi］（ゆ）〈昔の子供がいった。＞

終助詞付き回答の処理としては，Bβ方式を採る。

5721．76［kurero］〈若い者が言う。＞

・ただし，否定疑問形で依頼を表す「くれないか」に相

5731．34［kunt∫o］〈子どものことば＞

当する語形では，否定辞に後接する終助詞を統合す

7219．20［kuresaN∫e］〈漁師の人が使う。〉

ク

る。

ここで，終助詞付き回答の処理について，補足する。

［kure］〈若い人のことば＞

7408．46［kurende］〈女〉

終助詞付き回答をBβ方式で処理することは，『方言文

ク

法全国地図』第2集の命令形の分布図においても採用さ

［kurehende］〈女＞

7462．00［kureta］〈若年層＞

れた方針である。命令形でそうした方針が採られた理由

6486．58，7408．46の話者は男性であるため不採用，

を，ここに再掲する。（第2集解説書57ページ）

7219．20の話者の職業は商業なので不採用とした。

①命令形では，終助詞の付いた語形が他の項目に比べ
てきわめて多く回答されている。

以下のものは，動詞の表現が回答されていないので不
採用とした。

②したがって，命令形において終助詞を除外して考え

3704．48［eQpoN］〈親しい友達には

ることは，かえって諸方言の命令形の実態を明らかに

くれ

の部分

を表現しない。＞

574271〈言わない。〉（「タバコを1本」でいい切

することにはならない。

③オキヨ，オキーなど一般に活用形の上で命令形とさ

る。）〈多＞

れている形式も，もともと終助詞を含んでいる可能性

6608．91

があり，他の終助詞の付加形式と厳密に区別すること

［ippon］

以下のものは，主動詞として授与動詞を用いていない
ので不採用とした。

が難しい。

以上の点は，「くれる」の命令形「くれ」を扱う本項

・ヨブ

目でも同様に当てはまる。よって，本項目では，終助詞

4598．07

［jondek田r｛ミla］

付き回答の処理については，基本的には統合しない方針

4609．53

［jondekutt∫a：］

で進める。ただし，命令形ではない語形，すなわち疑問
形により依頼を表す表現については，これを同様にあて
はめると，見出し語を不必要に増加させてしまうことに
なる。よって，特に否定疑問形については，否定辞に後

5527．81［ヨンデ

クレ］〈上〉（ヨンデクレ；ごちそ

うしてくれ。）

5587．74［ヨンデクレンカ］
6473．15

［jonde

kufe：コ

接する終助詞を統合することにする。対象となる語形は，

6508．60［ヨンデクレンカエ］

「くれないか」および「やらないか」相当形式である。

6555．06［jondekulfe］〈上品なことば。へりくだって

肯定疑問形である「くれるか」相当形式については，語

言う。〉

〃

数が少ないため，基本方針に従い，統合はしない。

次に，語形の不採用に関わる方針として，以下のもの

6564．23

［jonde］〈上品なことば＞
〔londe］

6584，38［jondekuIfe］〈上品〉

を立てた。
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831295［kure？m

・ノマセル
0717．50［nomasltek田rej
4743．29

8364．22［kuretmi？］

［nolnaφero］

6277，12［nomasel］（たばこのとき）
7441．02

［nornaseja：］

8300．81

［nornaseroコ

・「〜ておく」後弓
3767，18［kedoganse］＜上＞
7341．77［kuretokaηka］（少）

不採用にした語形については以上である。

9313．46［noma∫e：］

次に，採用したものの中で，注意を要する語形につい

・スワセル

て説明する。

7392．76［suwa∫ero］

まず，以下の回答は，話者よりも上の世代の回答語形

8229．96［sulwaseηkaコ

として採用する。

8324．40［suwa∬ai］

5661．77［k岡。］〈90歳以上の人が使う。〉

・フカセル

また，次の回答は，同席者の回答であるが，これは条

832440［Φuka∬ai〕〈多〉

件に合った話者であるため，参考話者の扱いで採用す

・ゴチソウスル
173928

o］

8363，82［kure？mijo］

a］

［got∫iso：∫itekuIre］

る。

7392．76

47！5．52［gottsosiro］（「御馳走しろ」の形）
4761．07［gott∫osulra∬e］（ごちそうしてくれ。）

［kureNkai］

次の回答は，注記の中の［keroja：］のみを採用した。
4763，11［kero］（実際の回答はkerolal）

・タノム

1739．28［tanomu．1］〈クレとは言いづらい。＞

1756．04［tanomu］〈iQpon

kureは使わない。＞

4782．08［tanomu］〈多＞

7405．86［tanomuwa］〈上〉

7331．32の［kunτsai］は，見出し語形〈kuNiNsai＞と
して採用した。

以下の語形は，一見，過去形のように見受けられるが，

複数地点にわたって回答されており，要求表現の機能を

持った語形の縮約形である可能性もあるため，採用し

・オゴル
5639，17

［ogore：］

5720．84

［ogore］

573ユ．34

〈．．ヒ＞

た。

〈『．ド＞

＝ogore］

0776．88［megulndekeredela］
4643．56［meηundekure］（ていねい）

［kase］
［ka∫itoka【〕ka］

以下のものは，受納動詞モラウ系の語形であるため，
不採用とした。
1835，20

6412．22

［goeta］

7460．39

［kuret勾a］

8361．42

［kureda］

［goeta］［go嬢a］については，

・カス
6512．15

［goeta］

6420．49［goサta］〈ゴエタのようない・方をよくいう。＞

・メグム

7341．77

6411．31

［lnorauIjo］

6506．49［モラエンカ］
6565．14［mofaeN］〈親しいとき＞

6573。79［morau切a］〈たばこが出してくれてあると
きにはこう言う。〉

gosYtejare＞goetare＞

goetaのような変化が考えられる。［kuretaja］について
は由来は不明であるが，7462，00にも［kureta］〈若年層〉

（「若年層」との注記により不採用）が回答されており，
比較的新しい語形である可能性が示唆される。［kureda］

については，8350．57に見られる［kuredora］との関わ
りが考えられる。

この他，待遇的意味・機能等の使用条件に関わる注記
が多数見られたが，いずれも採用した。代表的な回箒を
挙げる。

4688．45［kuro］〈同等以下に対して〉

以下のものは，補助動詞「〜てみる」「〜ておく」を

ク

後接したものであるため，不採用にした。

［kunaNsj

o］〈上に対して＞

5632．27［kurero］〈命令的〉

・「〜てみる」後接

192一

〃

［kur句a］〈依頼的＞

クリョ類……・…………・……・・…………・・正方形

6541．09［okure］〈上〉
〃

クッチャ類…………………………………長方形

［kure］＜下＞

ケロ類……・…………・………・…正三角形・狐形

7302．56［jare］〈下〉

ク

キー類……・…・・……・・…………・……………爪形

［kure］〈上＞

ピー類…・……・………・……・…・………・…分銅形

7522．94［kure］〈下〉
ク

その他の類・…・…・・………・……・…矢印形・盃形

［kuraN∫i］〈上〉

②クレテクレ系…………・……・・………………曲玉形

なお，次のように，使用相手について回答があった場

（2凝占形

合も，いずれも採用した。この項目の質問文は「親しい

①クレナイカ系…………・……・・…………………直線

友達に」という設定になっているが，「友達相手」等の

②クレンカ系（本土）………・……・・…………鍬形線

注記のある語形に対し，そうした注記のない語形が友達

③クレンカ系（琉球）………・……・・………太鍬形線

相手に用いられないのかどうかは問わない。

④クレルカ系・………・………・………………広V形線

1801．80

［kulreηkai］

ク

（3）特殊形

［kUlreηka］

ク

［k田r句a］〈友だちに言う。＞

1851．85

ク

クレマイ系……・………・・………………ぜんまい形線
（4）敬語形

①クダサイ系（kutahare・kurae）・・…・………楕円形

［kure：］

・

②クレナサイ系

［kur（麺a：］〈親しい友だちにヤーをつける。＞

……・…・………・……………紡錘形

③オクレ系…一……………・…………・・……・…涙滴形

7341．77［kureηka＝］〈友達相手の言い方〉〈多〉

［kurenno］（ゆ）〈敬語〉

（5）その他（gure）

〔語形の記号化〕

………・…・…・…………・・……・七三

さらに下位区分される形式の違いを，上に挙げた記号に

以下の説明で扱う音形は音声統合の処理を施した後の

塗りつぶし方，向き，または補助記号を付すことにより，

凡例において見出しに立つ（〈〉内に入る）形である。

示した。なお，命令形の語形は，263・264図の前部に

A．語彙による分類

類似の語形が存在するので，それらと同類の記号を与え

本図に現れる語形を，語彙的な相違から，その語頭音

た。また，その他に挙げた〈gure＞は，クレ系，オクレ

によって分類し，以下のように，記号の色の違いで示し

系のいずれかに関連する語形であると思われるが，いず
れにしろ1地点の回答であり，特殊なものと言える。

た。

（1）

C．ヤル系の語形の記号化

k一・h一・v一・P一・oku一・ogu一・gu一

ヤル系の語形は，大きく次のように分類し，記号の形

（クレル系の語形）………………・…・……………・榿
（2）ja一（ヤル系の語形）

………………・…………・・…水

で違いを示した。

（3）go一・joko一（ゴス・ヨコス系の語形）……………赤

（1）命令形………・………・・…………・……・・………円形

（4）t一（トラス系の語形）・……………・………………・茶

（2）疑問形（jaraN・jaraNka等）

（5）i一・？i・gee一（エラス系の語形）

（3）敬語形（jaNnai・jarahai）

……………・・…・緑

（6）上記以外（その他の語形）…………・…・・…………紺

（4）その他（jatteN一）

・…・…………・鍬形線
・…・・……………紡錘形

…・…・…・……………一・・…円形

いずれも下位区分される形式の違いを，記号の塗りつ

以下，（1）〜（6）の各分類ごとに，記号の各要素の決め方

の概略を述べる。

ぶし方，向き，または補助記号を付すことにより，示し

B．クレル系の語形の記号化

た。

クレル系の語形は，大きく次のように分類し，記号の

D．ゴス・ヨコス系の語形の記号化
ゴス・ヨコス系の語形には菱形記号を与え，語頭の形

形で違いを示した。

式によって，以下のように分類し，記号の向きで違いを

（1）命令形

①クレ系

示した。

クレ類…………二等辺三角形・平二等辺三角形

（1）gO（ゴス系）

クロ類・…………………………………・…・小刀形

（2）joko（ヨコス系）…・………・・…・・……………・…右
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………………・…・…………・………上

これに後続する形式の相違は，記号の塗りつぶし方ま
たは補助記号で区別した。

E．

トラス系の語形の記号化

トラス系の語形は，いずれもtura一で始まる語形であ
る。これに属する語形を，蝶形記号で示した。後続形式
の相違は，記号の塗りつぶし方で区別した。

F，エラス系の語形の記号化
エラス系の語形は，語頭の形式によって，以下のよう
に分類し，記号の形と向きで違いを示した。
（D

ii……………

………・………・・…・平行四辺形

上

（2）？i……………・……………・・………ク右
（3）gee

…………・・………・・………・…

長方形

上

これに後続する形式の相違は，記号の塗りつぶし方で
区別した。

G．その他の語形の記号化
その他の語形については，記号の色を紺とし，記号の
形，向きで区別した。
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ドーモスミマセンなどの他，かなり長文にわたる表現も

15．あいさつ表現

報告されている。それらのすべてを個別の見出しとして
扱うと相当に冗長かつ複雑な凡例が必要になる。

15．1．あいさつ表現の概要と記号化

以上のことから基本的に語形のいちいちについて項目
のねらいとの関係がどのようであるかについての判断を

あいさつ表現は，設定された場面においてどのような

行うことは無理であると考えた。また，組み合わせにな

あいさつの言語表現が用いられるかを見ようとした項目

った表現についてすべてを見出しにすることや個々の報

である。いくつか設定した場面のうち，第5集では，謝

告された回答の中から特定の部分を抽出することも無理

礼のあいさつを扱う。その他の場面は待遇とも関連する

であると判断した。そこで，後述（C．参照）するような

ことから主として待遇表現を扱う第6集で地図化する予

方法により，回答の中から一定の手続きで語形を統合す

定である。

ることにした。

語形の記号化については各図の説明を参照のこと。

ところで，質問文や絵では，謝礼を述べる相手につい
て，上下関係などを明示していなかった。そのような事

15．2．各図の説明

情からアリガトーのような比較的簡潔な表現からアリガ
トーゴザイマシタのような丁寧な表現まで待遇的にもひ

267図
268図
269図
270図

ありがとう一短い形一

ろがりのある表現が報告されている。

ありがとう一長い形の前半一

とりわけ待遇的要素が付加された回答は語形が長くな

ありがとう一長い形の後半一

る。語形が長くなることは凡例を複雑にすると同時に記

ありがとう一蹴合図一

号化にあたっても手続きを煩雑にしてしまう。

そこで，統合した語形をもとにおもに待遇的要素を中
〔語形の採用と統合〕

心とした特定の部分で切り分けて複数の地図で表現する

A．概要

ことにした。

具体的には，この項目を4枚の地図にした。4枚で扱

人から品物を受け取った際に述べる謝礼の言語表現の

うにあたっての方法は，見出し分散型と見出し分割型を

分布を見ようとする項目である。

具体的には次のような質問文で聞き出していて，調査

併用している。

267図は，アリガトー・オーキニ・ダンダンなど比較

にあたっては，絵も使われている。

「人から物をもらって「ありがとう」とお礼を言うと

的短い形の見出しについて地図化したものである。

268図と269図は，アリガトーゴザイマシタ・ダンダ

き，どのように言いますか。」（絵）

この質問文脈や絵に適合するかどうかは採否の規準の

ンデスのようにおもに待遇的要素を含む比較的長い形の

見出しを前半と後半に分けて扱う。268図では分けて扱

ひとつになる。

報告された回答は，かなり多岐にわたった。おもだっ

った見出しの前半（アリガトー・ダンダンなど）を地図

たものをとりあげても，アリガトーやオーキニ・ダンダ

化した。269図では，分けて扱った見出しの後半（ゴザ

ンなど謝礼のあいさつ表現としてよく知られるものの

イマシタ・デスなど）を地図化した。

他，スミマセンのような共通語ではわびを表すとみられ

つまり，267図と268ならびに269図の関係は見出し

るもの，イタダキマスやゴチソーサマのようなやはり共

分散型であり，268図と269図の関係は見出し分割型で

通語では一般に食事のあいさつに用いられるもの，ドー

ある。

267〜269図の関係を図示すると次のようになる。

モのような多義的な表現などが報告されている。また，

購τ鴛1：『：瓢三iil

「気を使わせて」「ご丁寧に」「良い物をもらって」など

言いさし的な表現も見られる。これらの中から謝礼に用
いられる表現を限定的に選択することはきわめて困難で

ひとつの項目をこのように複数の地図に分割したた

あった。

また，それぞれを組み合わせたオーキニアリガトーや

め，全体像が把握しづらくなった。そこで大幅な統合を
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ちがたってから＞

行った総合図を270図で表示することにした。

7403．40［o：kini］〈売買の時だけ〉

B．採否
使用状況がGAJ全体の採用の方針に適合しないこと

ただし，次のようなケースについては，質問文脈や絵

に反しないと考えられることからいずれも採用してい

により不採用にしたのは以下の回答である。
3704．48［o：k加Y］〈古。聞いたことがある。＞

る。

8300．8！［daNdaNne］〈友人や目下から物をもらった

5462．29［daNdaN］〈子供のことば＞
5672．89［ariOato：gozarimasu］＜婦人のことば＞

場合〉

6383．28［meNta∫i］〈現在は廃語。子供ことばだっ

ク

［daNdaNna］〈年上から物をもらった場合〉

また，次の回答の注記は意味がとりづらいが，質問文

た。＞

6457．29［o＝keni］〈女性の使用語＞

脈に適合した表現ではないことを意味すると判断して採

6500．66［o：kini］〈若い人が使う。＞

用しなかった。
1739．28［sonnanikiotsulkattara］〈遊びに〉

6536．18［o：kini］（ゆ）〈女のことば。この辺のこと

ところで，受け取った物に関する注記が見られること

ばではない。＞

6558．24［gotaigesandesu］〈お寺の奥さんはこう言

があった。
5652．74［got∫iso：degowasul］〈食べ物の時だけ＞

う。＞

6587，35［o：k加inaコ〈ていねい。女＞

5662．78［got∫iso：degowa∫ita］＜食べ物の場合＞

7308．37［dandaN］＜子供が使う。古＞

569028［gottso：saN］〈食べ物をもらったときの礼の
ことば〉

7312．88［o：kinine：］〈女性が使う。＞

8363．82［aigatomo∫agemo∫lta］（ゆ）〈女性の言い方〉

また，次の回答もかつて使用されたものの子供の言い

いずれも採用しているが，このように用法に限定がある

ことに注意しておきたい。なお，ここにとりあげたのは
ゴチソーの類であるが，一方で，以下の例の注記が示す

方と見られることから採用しなかった。

6560．22［オーキニ］〈古。幼時そう言った。成長し

てからは，こういう場合，標準語で言うことが丁

ようにこの類がすべて限定的な用法を持つものではない
ことにも注意が必要である。
5527．89［gottso：samana］〈食べ物以外でも使う。＞

寧なあいさっとなることから，偲言は使わない。〉

5620．22［gottso＝sama］〈食べ物以外でも使う。＞

ただし，以下の回答は微妙であるが，話者自身がかつ

5632．27［ogottsosandegozaNsu］〈食べ物に限らず，

て使った表現と見て採用している。

人から物をもらったときはこう言う。〉

5579．12［utate：na］〈今は使わない。〉
ク

このような個別の用法に関する情報については「資料一

［utate＝kotoja］〈今は使わない。＞

6490．31［∫o：∫inano：］〈「気の毒」の意。昔の言い方

7341．77［o：kini］〈古。今は，子供を相手にしたと

次は注記が問題になる。

ク

［？ubukuri］

解説書11〜12ページ）による。したがって，終助詞が
付かない同形との併用により，以下の回答は不採用とし

きに使う。〉

0228．96［？ubukuta

覧」の「文章による注記」を参照してほしい。

終助詞付き回答の扱いについては，Aα方式（第4集

で，今は使わない。＞

た。

3781．21［gomewag田kagedana：］

oju］〈昔。明治の人のことば〉

7373．31［チョージョアタコ（同席者の回答）

〈〃〉

話者は明治35年生まれであることから；かつて話者自

7382．21

123172

身が使ったということと見て通常の扱いで採用した。

以下の回答は質問文脈や絵に適合しないと判断される

［tyo：d30：ata］

［niΦe：do：］

737331と7382．21に見られるアタは終助詞とみた（秋山
正次・吉岡泰夫（1991）『熊本の方言』（熊本日日新聞社）

ために不採用とした。
5462．29［konoOorowakatat∫ikeno：gozaN∫ita］〈数口後

211ページ）。また《237》の7382．77では［ohajo：anta］

が回答され（アンタも含めた慣用表現らしい。アンタは

の礼のことば＞

7366．13［アリガトーゴダイマシタ］〈もらって日に

やや終助詞化しているか。）という注記が見られる。な
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お，7373．31は，採用条件に適合する参考話者の回答で

6531．61［o：klpi］（中道氏の回答）

ある。

〃

［o：klpiariηato：］（中道氏の回答）

なお，「ことだ」に相当する部分（コトデスなどの待

7373．31［チョージョ］（同席者の回答）

遇表現を含む）は，「のだ」に準じて以下のように終助

8303．70［ダンダンナ］（同席者の回答）

詞扱いにしている。なお，→の右は統合後の見出しであ

このうち8303，70は，隣…接地点8302．79の話者であるが，

る。また，見出し語形の「…」については，C−1．を参照

参考話者としての採用が決まっているものである。

のこと。

次の参考話者は，採用の条件に合わないため回答を不

4752．94

［taehendagota］

5548．55

［goteme：nakotodesu］

→

→

〈taeheNda−gota＞

採用とした。

5463．73［daNdaN］（同席者の回答）

〈goteeneena−kotodesu＞

不採用にしたものは以上である。したがって，採否に

5595．89［オトマシイコッチャナー］

あたって基本的に語形の内容に基づく判断は行っていな

→〈otomasii−koc（janaa＞

いQ

6440．35［goneniirimasitetaigataikotodarimasu］

中には，以下のように，謝礼の表現としてはやや不明

→〈…taigatai−kotodarimasu＞

な回答であってもそのまま採用している。

6508．60［スマンコトヤナー］→＜sumaN−kotojanaa＞

7390．70［ソガンママデシテ］

→＜sogaNmamadesite＞

6600．34［ko巾：ariηataikotodegozaimasu］

→〈…ariηatai−kotodegozaimasu＞

7407．66

［itsukotona∫ini］

→

〈icukotonasini＞

2150．17［dainnamunu］→〈daiNnamunu＞

疑問を表す終助詞まで含めて当該の表現として扱うべ
き回答が見られた。この場合は，終助詞付き回答の扱い

このうち2150．17の語形は『琉球宮古諸島方言基礎語彙

から除外している。

の総合的研究』に見られるウダイギに関係するものかも

6486．58［スマンノ一再マンノカー］

しれない。

C．統合

→〈…kamaNnokaa＞

C−1．複雑な表現の統合

7350．54［a切a：a窃aNki：tsりko：tesogjaNkotowase：d3ijoka

A．にも述べたように複雑な表現での報告が多かった。

tokorodesekkakumottekitekunsattamondebamoro：tei
tt∫okokanomai］→＜…morooteiccjokoka−nomai＞

そこで，統合にあたっては，次の方針を立てた。

7416．34［koregatamaruka］→〈…tamaruka＞

基本的に各回答の末尾に現れたひとまとまりの表現

7442．45［go∫iη30：nitamarimaθumoηka］

を見出し語形に統合する。見出しに統合するにあた
り省略した部分は「…」で表し，音声内容を提示す

→＜…tamarimasumoNka＞
このうち7442．45の音声の統合については，C−2．も参照

る際も「…」を付加する。

比較的簡潔な回答の場合は，特別な措置はとらず，従

のこと。

次の場合は，不明であるが，maccjaaを終助詞として

来どおりの方法で統合する。

扱った。
3786．03［a直gatematt∫a：］→〈arigate−mac〔jaa＞

5657．80

［arigato：］

6534．67

［o：kini］

→
→

〈arigatoo＞
〈ookini＞

6559．45［arigatosama］→〈arigatosama＞

なお，次の回答は，

一方，以下のような報告では，回答の一部を「…」で

8350．57［aigatomenta∫i］（古，目上）

省略して統合する。

→〈…meNtasi＞

のように統合した。先に6383．28で使用状況により不採
用とした語形に関連するだろう。「ありがとう」にあた

5668．17［do：moarigato：］→〈…arigatoo＞
6409．58

［o：kiniarigato：］

→

〈…

arigatoo＞

るメンタシという語形は『日本方言大辞典』にも掲載さ

6434．50［ソリャーアリガトー］→〈…arigatoo＞

れている。

6557．65［kekko：namono：o：kini］→〈…ookini＞

8248．18［soge切okamombao：kini］→〈…ookini＞

以下の参考話者の回答は採用した。

音声内容は，次のように提示する。

2751．10［o：kinio：kini］（同席者の回答）
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語形について，表現方法や内容をもとに分類し，解説す

4724．56［do：moarYηato：］→〈…ariηatoo＞…afiηato＝

「…」で統合することにより併用回答が同じ見出しに

る。

以下は，言いさし的な表現である。言いさし的な表現

なることがある。次の回答はひとつの見出しに統合され

で娩曲化し，謝意を表現すると見られる。

所用の扱いになる。

4706．43

6385．98［kone：namottaino＝godzaNsu］
ク

［konnagoto∫iatte］

→

〈…

siatte＞

6662．49［gottso：samaitsumomurattebakkade］

［kone：namono：moro：temottaino：godzaNsu］

→〈…murattebakkade＞

→〈…mOttainQO90zaNSu＞

7331．32［o∫ewa∫lteno：］→〈osewasite−noo＞

また，次のような併用もひとつの見出しに統合され

関連して，倒置的な表現がある。やはりある種の娩曲

る。

化が働くものであろう。

2784．51［do：modomoha］

以下は，「〜してもらって」「〜してくれて」などであ

ク

［tεηis曲tedo：modomoha＝］

ク

［tε項sahedemo：modomoha：］

るが，

4688．45［ta弓heNdanasikoNnakotositemoraqte］

→＜…domo−ha，haa＞

4790．55［do：moariOato：koNnanisitemoratte］

くりかえし形も特に区別しないでこの方針を適用す

4792．30［do＝moariηato：koNnan董sitemoratte］

る。

0776．88

［arigato：arigato：］

→

〈…

5609．54［ta弓heNdanamokoNnani∫itemoratte］

arigatoo＞

5701．40

379626［do：modo：mo］→〈…doomo＞
6512．15

［o：k孟nio＝kini］

→

〈…

6506．49［タイギニシテモラッテ］

したがって，次の報告の場合，いずれもく…ookini＞

ク

に統合されることから，下用の扱いになる。
6593．98
ク

7416．34［ma：sonnani∫itemorote］

〈…sitemorote＞に統合した。

なお，ダンダンについては，くりかえし形（…ダン）

また，次は，〈…siteokurete＞に統合した。

とはせず，これでまとまった形として扱う。
［dandan］

→

6601．37［gote：ne：samanigo∫impai∫iteok田rete］

〈daNdaN＞

次は「（良いものを）もらって」などであるが，以下

これにより，次のように扱う。

のように統合した。

641222［dandandandan］〈普通このようにくりかえ

5615，67［g：gannomofatte］→〈…moratte＞

して用いる。〉→＜…daNdaN＞

5667．18［kekko：namonoitadaite］→〈…itadaite＞

また，次は，併用の扱いになる。
6413．55

〃

［dandan］

→

5699．61［sumimasendesunedo：mokonnakekko：namo

＜daNdaN＞

［dandandandan］

→

nOmOratte］→〈…mOratte＞

〈…daNdaN＞

6536．18［e：monot∫o＝dai∫ite］→〈…cjoodaisite＞

終助詞付き回答の扱いにあたっては，統合後の見出し

7659．31［mez田ra∫imono∫ikkarimore＝ita∫ite］

語形をもとにして扱うので次の報告の1番目の回答は不

→＜…mOreeitaSite＞

採用にならない。
3649．73

［o＝giYn噛〔la＝］

→

［o：gYnio：gin了］

ク

［ヨーゴタイギニシテモラッテコ（古）

いずれもく…sitemoratte＞に統合した。次は，

［korewado：moo：klpi］
［o：kいio：kいi］

6431．76

［ta弓heNdana弓koNnani∫itemoratte］

5701．85［ta弓heNdattanε：koNnani∫itemoratte］

ookini＞

2076．25

〈oo9蓋nijaa＞
→

［o＝bina＝tsittuntabo：rari］

→

〈…

taboorari＞

このうち，2076．25については，『八重山語彙』を参照す

〈『…oogini＞

ると，オービナーは「それだけ」，チィトゥは「土産」

［epPemorattenantomoo：g翻］→〈…oogini＞

と記されていることから，全体で「それだけの土産をい

さて，このように回答末尾のひとまとまりの表現を見

ただいて」にあたると思われる。

出し語形として挙げたのは，謝礼の中核的表現がこの位

以下も倒置的な表現である。それぞれ以下のように統

置に多く現れると考えたからである。しかし，この方針
をとったために項目のねらいとの関係で問題が発生する

合した（5667．18の連母音の現れ方は地域的に特殊であ

ことがあった。以下では，そのような中で注意を要する

り注意を要する）。
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4792．36［taeheNdanekiocukawasete］

ta∫imas田］→〈…切oodaiitasimasu＞

→＜…kiocukawasete＞

6634．32［wari：kk句a：en尊onakumorattok両。］

→〈…morattokujo＞

5667．18［sulimasenne：goteine加i］→〈…goteineini＞

ただし，以下の倒置的表現はもとに戻して統合した。
「良いものをもらって」における「〜ものを」に相当す

以下の回答では，前半部分も注目されるが，当該項目
の方針に従って統合した。

る部分を「…」にした上記方針に平行させたものであ

7415．74［ma：koreηatamarukao：kini］→〈…ookini＞

7436．40［tamarukakonnamono：o＝kini］→〈…ookini＞

る。

5539．80［gote：ne；pimedz｛血fa∫iimoN］

また，感嘆詞的な形も見られる。

→＜…goteeneeni＞

5742．71［domosorea］→〈…sorea＞
6583．30［sorewasorewa］→＜…sorewa＞

6615．89［wari：namezura∫i：mono：］→＜…warii−naa＞

次は，固辞型ともいうべきものである。

関連して，次のような形もある。

その代表的なものは，「（そんなこと）してはいけない」

7374．12［コラマー］→〈koramaa＞

「（そんなこと）してはこまる」「〜しなくて良いのに」

ところで，このような回答の一部を省略した場合に予

などの類が挙げられる。これらについては，イケナイや

想されるもっとも大きな問題点は，省略した部分に本来

コマル・ヨイノニより前の部分を「…」にした。

採用すべき謝礼のあいさつ語形が含まれているためにそ

1739，28［konnaniokiotsulkattemora田wakeniwaikima

seN］〈謝礼としてもらったとき〉

に挙げた例の中では，7415．74，7436．40のタマルカのよ

うな形がそれにあたる。この問題点については，資料一

→〈…ikimaseN＞

覧には，省略した部分も含めてすべての語形を収録して

6497．57［konnamommorattekomaruna：］

いるので，資料の再検討が可能である。

→〈…komaru−naa＞
〃

［konnakoto∫e：dee：noni］

〃

［∫enandaraemoni］

→

〈…

→

〈…
eenoni＞

〈…ikaN−zone＞

7269．52［arigato：gozaima∫ita：koqjaN∫endem（ガokatoni：］
→

〈…

また，オーキニやダンダンなど副詞的修飾成分があい

eenoni＞

6549．51［sonnaokataikoto：∫itemoratt∫a：ikandzone］
→

の分布が見えなくなってしまうことである。例えば，上

jokatonii＞

さつ表現として独立していく過程がとらえられなくなっ

てしまうことも問題となる。次のような変化過程を分布
からとらえようとしても把握できない（オーキニアリガ
トーやダンダンアリガトーが見出しでは〈…アリガトー〉
になってしまう）からである。

「〜しないでくれ」や「〜してくれなくても」も固辞

オーキニアリガトー→オーキニ

型の仲間と見られる。これらは以下のように統合した。
1835．20

→

ダンダンアリガトー→ダンダン

ただし，この点については，実際にはこのような変化

［jaJa：soJしu：kotoo∫inaidekuldasai］

〈…

sinaidekudasai＞

653＆42［honna∫impae＝∫itemorawandemo］

→〈…sitemorawaNdemo＞

なお，次の場合は「…」にしなかった。注記では報告

過程を反映するような分布はみせないようである（オー
キニアリガトーやダンダンアリガトーがオーキニやダン
ダンの周辺に現れるというような分布は示さない）。結
果的にこの統合方法はこのような観点からの分析を阻む

された語形に何か添付することがあると見られるが，そ

ことはないと見られる。

の場所が明確ではないからである。＜arioatoo＞のみを採

C−2．表記と音声の統合
表記と音声の統合にあたり特殊な扱いを行ったものに

用している。
5781．23［ariηato：］〈その他に補助的に次のような表

ついて解説する。

まず，表記の統合から説明する。

現を添えることがある。nandaikonnakoto∫皇te，
konna些。

特殊な仮名表記は以下のように統合した。

osulnnεしjo＞

イタダキマスの類を特に問題なく採用していることに

・テイ→＜tee＞

5569．10［ウタテイコッチャナー］

平行して以下も扱っている。

→

0746．69［ja：gote：nemido：moariηato：gozaima∫itat∫o：daii

199一

〈utatee−koccjanaa＞

匂。はくOo＞に統合した。

5579．79［コリャドウモゴテイネイニ］
→

〈…

5644．75

goteeneeni＞

8353．74［aigatomofagemos田］

→＜…ariηat・・＞

→〈aigatomohagemosu＞aigatomofagemosu

5588．78［スンマセンアリガトウ］

θhは，〈SU＞に統合し，音声内容でθUを出した。なお，

→〈…ariηat・・＞

この語形については，B．でもとりあげた。

5598．95［ケッコウナモノオアリガトウゴザイマス］

7442．45［go∫iU30：nitamarimaOumoηka］

→＜…ariηatOO90ZaimaSU＞

→

6519．09［アリガトウゴザイマス］

744072［ariηato：goza∫ita］（zはHに近い。）

6526．55［アリガトウゴザイマシタ］

ただし，H（声門摩擦有声）に近いzは位置付けが不明

→〈ariηatOO90zaimaSita＞

なので，報告された語形のzのままで扱い，注記はこの

・ノウ→〈noO＞

ままで「資料一覧」（文章による注記）に掲載している。

5597．42［シンパイシテマッテスマンノウ］

琉球での統合で問題になった点を記す。

仲〈…sumaN−noo＞

？aは語頭ではくa＞，非語頭ではく？a＞に統合すること

5660．50［セッカクネドウモスマンノウ］

になっている。以下では語中に？aが現れ，非語頭とし

→←・sumaN．noO＞

て扱ったが，境界的な場所に現れる点に注意が必要であ

6519．09［スマンノウ］→＜sumaN−noo＞

る。同時にD．で述べる分割を行った際にみかけ上？aが

次の報告のtyoは，〈cjo＞に統合した。
→

語頭的な位置に現れることになる点も注意してほしい。

〈cjoo勾oo＞

無声化母音を省略したと見られる報告では以下のよう

0228．96

［aゼfηato：gozda5s］

→

0246．88［？arigate？a【jawotado：］

〈aril〕atoogozaNsu＞

→

［arlηat・：Oa5S］→〈ariηat・・ηaNSU＞

→〈aigateSama？句aWOta＞

→〈ariηatOO90ZaimaSU＞
［aゼfηato：godz5：s］

→

〈ariOatoogozaNsu＞

0248．Ol［？arigatasama？a⑳：ta］

→〈arigataSama？a巾Ota＞

5751．78［arlOatogodzalmas］→＜ariηatogozaimasu＞
5771．36

［aビfηato：godza巨∫ta］

ク

［affUato：godza巨s］

ク

［aff兀｝atOgaS］

→

→

→

＜ariηatoogozaNsita＞

また，weは，＜we＞に統合した。
1270．26［niweJabi：η］→〈niwe（オabiiN＞

〈ariりatoogozaNsu＞

weは従来の統合規則になく，先行研究でも不明である。

＜ari弓atOgaSU＞

Φe＞heという変化の過渡的な形態かもしれない。

5780．84［ariBado＝godzaima∫ta］

→＜ariηadoogozaimasita＞
8313．72

［aigatogosna：］

→

なお，音韻対応上，問題があると見られる回答につい
〈aigatogosu−naa＞

て説明しておく。

以下は，いずれもdの前に鼻音が現れる点が問題にな

8325．00［do：由oarigato：gozaimas］
→

〈arigate？aりawota−doo＞

0247．31［？aigatesama？句awota］

5732．77［a吻atolgodzatmas］

ク

［？ariga重asarna？a1ゴ。＝ta］

→〈arigataSama？a巾Ota＞

に復活させて統合した。

・

〈…tamarimasumoNka＞…tamarimaθumoNka

次の報告では注記が問題になる。

→〈ariOatOO90ZaimaSU＞

5731．34

〈gottloosaN＞

これは，Φaに平行させ左扱いである。

5577．88［スマンナーアリガトウ］

［tyo【d30：］

→

次のfaは，〈ha＞に統合し，音声内容でfaを出した。

・トウ→〈toO＞

7382．21

［gottlo：saN］

る。「ありがとう」に対応するなら鼻音は現れないと考

＜・・◆arigatOOgOzainlaSU＞

ただし，8313．72と8325．00に関しては，sが独立した音

えられるからである。まとまって報告されていることを

節として機能していることも考えられるので注意が必要

考慮すると，なんらかの特殊な事情が働いている可能性

である。また，5732．77の2番目の回答に見られる［a：］

がある。

は，〈aN＞に統合した。

277197

次に音声の統合について説明する。

［arlgandogosl血］

2792．25［domOariηandogoS山］

一200一

3702．83

［arfOandogosα1］

〃

［do：sαlbenesαIarYηandogos亡n］

ク

［ah「ηandogos前do：stαbenestn］

3705．92［ar功andOgOwasαIta］
〃

［ahlOandogoas亡1ta］

また，次の場合は，εが問題である。
6396．62

［taεgato：gan∫ita］

集解説書13〜14ページ参照）。

次に分割の方法について説明する。見出しを分けるに
あたり，A．にも記したように待遇的な表現を分割の目
安とすることを基本にしたが，語形相互の関連性にも留
意し，「ありがとう」のようなおもに謝礼を表すと見ら
れる部分（前半）と「（で）ございます」「です」「であ

る」などにあたると見られる部分（後半）に分けた。

もし，「耐えがたい」に基づくならeで現れることが期

以下では，分割の例を挙げる（地点番号回答語形→

待されるからである。

〈前半＝268図の見出し〉〈後半＝269図の見出し〉）。

D．長い形の分割

「〜（で）ございます」

A．にも記したようにおもに待遇的要素を含む比較的長

072421［gottso：samadegozaima∫ita］

→〈goccoosama＞＜degozaimasita＞

い見出しは，前半と後半に分割することで地図化する。
各地図と見出しの分割の関係は次のようである。

地図

5605．57［arigato：gozaimasu］

→〈arigatOO＞＜90ZaimaSU＞

分割

5631．26

267図前半と後半に分割しない見出し

→

268図分割した見出しの前半

→．〈arigatoo＞

（270図総合図につきすべての見出しが対象）

2773．12

（267図）におさめた見出しには続く形は存在しない。

なお，特定の地点について「ありがとう」の中で別の

4711．32

［af功ado：sandel血］

4783．69

［taeheNdesu］

4658．42

→

［gotsodane∫i］

4781．47

る（地点・番号回答語形①267図②268図③269図）。

5631．26

5611．95［arigato：gozaimasu］

728424

①268，269参照②〈arigatoo＞③〈gozaimasu＞

→

〈ariηadoosaN＞

〈taeheN＞

＜desu＞

＜goco＞

＜da−nesi＞

〈desu＞

→

［ta弓Ndaqtane：］
［o∫o：∫idane：］

［o：kin

→
→

attana：］

〈taeN＞

＜datta−nee＞

＜osjoosi＞

→

〈da−nee＞

＜ookini＞

〈jatta−naa＞

なお，良カッタスのようにス・シなどで待遇を表すと

［arigato：］

見られるものでは，「です」にならって，ス以下を後半
に入れた。
3740．34

①〈arigatoo−ee＞②267参照③267参照

［egatta∫fna：］

→

〈egatta＞

〈si−naa＞

3750．64［gome：wagukagedas山na］

6430．53［arigato：gozaimasuna：］

→＜gomeewagukageda＞〈su−na＞

①268，269参照②＜arigatoo＞

ク

③〈gozaimaSU−naa＞

→

268図と269図ではひとつの見出しを分割して扱うこ

［0∫ostUgattast血na］
〈0司OSUgatta＞

〈SU−na＞

とになるが，その際，両方をつなげることでもとの見出

3761．75

［6gattast窺na：］

しに戻せるようにしている。そのため，併用回答の地図

3791．41

［egattas山na：］

→
→

〈egatta＞
〈egatta＞

〈su−naa＞
〈su−naa＞

以下のようなナについては，「である」に平行させて

上の配列については，268図を優先して凡例での配列に

従わせ，269図は268図での配列にあわせている（第4

〈desu＞

4697．92［タエヘンダナー］→＜taeheN＞〈da−naa＞

分割と参照見出しの扱いを例示すると以下のようにな

［arigato＝e：］

〈kiooミjuku＞

「〜である」

えば「267参照」）を設けている。

5674．06

→

→＜gocisoosama＞＜desu＞

後に続く形が存在し，分割しなかった見出しを扱う地図

①〈arigatoo＞②267参照③267参照

［kjo＝∫山kthdesα1］

4653．66［go∬iso：samadesu］

う地図（268図・269図）におさめた見出しはすべて前

5646．80

〈gozaimasita＞

「〜です」

は，別の地図で扱う。したがって，分割した見出しを扱

地図に存在する見出しが把握できるよう参照見出し（例

〈degozaNsu＞

6700．04［arigato：gozaima∫ita］

269図分割した見出しの後半
このように分割した見出しと分割しなかった見出し

［o∫oずidegozansul］

〈oミjoosi＞

後半で扱った。

201一

4750．66

［o∫o：sthna・］

5557．85

〃

→

［kinodokuna］

〈oミjoosu＞

→

れも切り分けると語形が理解しづらくなることを避けた

〈naa＞

〈kinodoku＞

〈na＞

ものである。
5633．42［mo：∫akegozaN∫ine］

［90ttSOSamana］→〈90CCOSama＞＜na＞

6490．31

→

→

［kinodokunε隻jano：］

〈kinodoku＞

問題になりそうなものについて解説する。

次は迷ったが，語形が上の5557．85の第2答などの例

『奄美方言基礎語彙の研究』には，デスにあたるダレ

に平行するように分割した。
5549．32
→

ンが記述されているので，それに従って次のように扱っ

［gottsohannakagodzaNsul］

＜goccohaN＞

〈nakagozaNsu＞

た。

027651

ナ以下を後半にしたものにおいても以下のようなシは
［o∫o＝s亡αna工蒐］

4669．44

［o∫o：jYnaj∫∫］

4760．53

［o∫o：∫fna∬X］

→
→

→

〈osjoosu＞
〈osjoosi＞

＜osjoosi＞

［？uboradareN］

→

〈？ubora＞

＜dareN＞

これとの類似に基づき，次の分割を行った。

「です」の類と見て，終助詞の扱いにしていない。
4659．79

〈moosjakegozaNsine＞

琉球においても同様な方法で分割を行った。その中で

＜najanoo＞

0275．97

〈nassi＞

［？obo：radani］

→

〈？oboora＞

＜dani＞

同様に『奄美方言基礎語彙の研究』を参考にして次の

＜nassi＞

分割を行った。

＜nassi＞

0294．66［mihe＝diro：］→＜mihee＞〈diroo＞

また，「申し一ヒげます」も後半で扱った。

八重山にはユーで終わる回答が多く見られた。ユーは，

4723．40［arYηadomos田aηesulda］

『南琉球の方言基礎語彙』ではマスとして扱われている。

→＜aiηado＞＜mosuaりesuda＞
831295［aigatolnQ∫agemo∫lta］

マスに相当するなら分割しないことになる。一方，『八

→〈aigat・〉〈m・Sjagem・Sita＞

重山語彙』ではユーを断定を表す敬語形としている
（623ページ，例ba：munuju：私の物でございます）。ここ

上記のように「である」「です」などを後半で扱うこ

では『八重山語彙』に従って，ユーで分割した。

とにしたが，「で」で終るものについては，デを後半に

2074．69

切り分けることはしていない，したがって，これは267

［ni：halju：］．→

＜niihai＞

〈juu＞

207625［maidanni：ha輔u：］→〈…nihai＞＜juu＞

図で扱われる。

207696

7659．62［okagesamade］→〈okagesamade＞

［ni：ha導u：］

2076．98

また，これに平行して「に」で終るものは，二を後半

→

［piko＝rah句u］

〈niihai＞

→

〈juu＞

〈pukooraha＞

〈ju＞

2085，16［mi：ha加：］→〈miihai＞〈juu＞

に切り分けていない（267図で扱う）。
5602．99［do：mogote＝ne：ni］→＜…goteeneeni＞

2086．03［mi：ha

なお，待遇表現であるものの，「ます」は分割の目安

2095．60

u：］→〈miiha童〉＜juu＞

［ni：paJu：］

→

〈ni重paa＞

〈juu＞

にはしない。このことで，スミマセンのような語形は，

なお，2076．25のmaidanは『八重山語彙』のマイデン

別に存在するスマンのような語形と同じように扱うこと

（誠に）に関係あるものだろう。

ができる。また，例えばイタダキマスをイタダキ／マス

以下の語形は，中本正智『図説琉球語辞典』でもどの

に分けてしまうと前半の地図にイタダキだけが現れ，理

ように分割できるのかわからない。また，『琉球宮古諸

解しづらい形になってしまうことも避けることができ

島方言基礎語彙の総合的研究』では，これ全体で「あり

る。以下のような語形はいずれも267図で扱っている。

がとう」にあたるとしている。そこで，分割せず，267

3785．94［edadag雪masしu］→＜edadaglmasu＞

図で扱った。

5539．15［osorelrimas田］→〈osoreirimasu＞

215121

5586．56［sしumimaseN］→＜sumimaseN＞

2151．51

5696．62［do＝mosしuimaseNitadakimas田］
→

［tandiga：tand童］

→

［tandiga：tandi］

〈taNdigaa重aNdi＞

→

〈taNdigaataNdi＞

また，ドーの類は，「である」であるものも含まれる

＜・一itadakilnasu＞

かもしれないが，一律な判断はできなかったため，すべ

7422．56［goneηga｛rima∫ita］→〈goneNgairimasita＞

て終助詞として扱った（以下はいずれも267図）。

次は特殊な事例であるが，「ございます」がはいって

0248．01

いても「ございません」であれば，分割しなかった。こ

［？obokorero：］

→

〈？obokor6−roo＞

1221．48［niΦe＝do：］→〈nihwee−doo＞

202

1241．49

［nihe：do：］

→

＜nihee−doo＞

1251．04［niΦe：do：］→
1260．68

マス等

〈nihwee−doo＞

［kaΦu：∫ido＝］

→

5

〈kahuusi−doo＞

次の語形は，
022896

その他：ゴネンガイル・ヤッカイ等
このうち，1はアリガタイの類が半数以上を占める。

そこで1をアリガタイの類（1−1）とそれ以外（1−2）に

［？ubukuta60：ru］

→

〈？ubukuta尊ooru＞

分ける。

先にC−2．でも挙げた

以上の分類に従い，次のように色を与えた。

024＆01［？arigatasama？a⑳：ta］

1−1＝茶

→〈arlgataSama＞〈？a6・・ta＞

3＝緑

などの形と較べると分割できるのかも知れないが，前半

4；水

5＝紺

A−2．形の与え方

と後半が融合しているとも見られる。ここでは，分割し
ないで扱った。

1−2＝榿2＝赤

以下の分類に従って形を与えた。
・茶

E、総合図への統合

アリガトー類…円形

総合図への統合は，分割・非分割に関係なく語形全体
を対象として行った。総合図の統合は，解説書巻末の総

アリガトーサマ類…曲玉形

アリガタイ類…円形記号二本脚付き
・榿

合図統合一覧に掲載した表5に従う。統合した語形は併

ヨカッタ類…弓形

ウレシカッタ類…狐形

用でもひとつの見出しのもとにまとめられているものも

ホコラシー類…小刀形

トートイ類…若葉形

あるので注意が必要である。また，一部の語形は，

イトシー類…亀甲形

ワルイ類…T形

「267，268，269参照」として実際上その提示を省略してい

ショーシ類…正方形

タイヘン類…欠け正方形

る点にも注意してほしい。

キノドク類…長方形

タエガタイ類…リボン形

〔語形の記号化〕

タマルカ類…草形

カブン類…鳥形

ホンジナシ類…蝶形

モッタイナイ類…桜形

オトマシー類…太陽形

ウタテ類…矢じり形

まず，終助詞融合形について説明する。以下の語形は
融合形とみなし，→の右の形を仮想している。いずれも

モッケ類…三つ葉形

267図で扱う。
7373．31［チョージャッタ］→〈cjoo勾。＞
7441．02

［danda職jo：］

→

・赤

オーキニ類…平行四辺形

〈daNdaN＞

A．267図・268図の記号化

ダンダン類…花びら形

ドーモ類…星形

チョージョ類…矢印形

267図と268図は共通する形が多い。したがって統一

・緑

した方法で記号化した。

スミマセン類…紡錘形・楕円形

なお，268図は269図と語形を分割して扱うものであ
る。併用回答の配列は268図を優先するが（〔語形の採

モーシワケナイ類…菱形

用と統合〕D．参照），268図で見出しがすべて同じにな

カタジケナイ類…鍵穴形

るもの（参照見出しを除く）の記号はひとつだけ押印し

キョーシュク類…細平行四辺形

て提示している（第4集解説書13〜14ページ参照）の

メンボクナイ類…脚付きU形

で注意してほしい。

オソレイリマス類…扇形

A−1．色の与え方

メーワクカケタ類…あやめ形

全体を見渡すと見出しは次のように大きく分類できる

・水

ゴチソーサマ類…二等辺三角形・平二等辺三角形

ことがわかる。

1判断を表現するもの：アリガタイ・ヨカッタ等

ゴチソー類…正三角形

2程度を表現するもの：オーキニ・ダンダン等

チョーダイスル類…U形

3

佗びを表現するもの：スミマセン・モーシワケナイ

・紺

ゴネンガイル類…いちょう形

等
4

イタダキマス類…V形

食事のあいさつ的なもの：ゴチソーサマ・イタダキ
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ヤッカイ類…Y形

メンタシ類…細桜形

ニヘー類…涙滴形

列は，分割前の形に対し，268図を優先し（〔語形の採

カホー類…分銅形

用と統合〕D．参照），269図で見出しがすべて同じにな

タンディが類…ペン先形

シテモラウ類…十字形

るもの（参照見出しを除く）の記号はひとつだけ押印し

ヨク〜類…傘形

アンマリ類…手裏剣形

て提示している（第4集解説書13〜14ページ参照）。

イケナイ類…ばち形

イタミイル類…腰掛形

B−1．色の与え方

オカゲサマ類…H形

見出しは，次のように大きく分類できる。

イツコトナシ類…ブーメラン形

イラナイ類…二形

オセワ類…十字形線

オッカレ類…水田印線

オメや類…雪形線

1

ございます系：ゴザイマス，ゴザイマシタ，デゴザ

イマス等

カマワンカ類…矢印形線

2

キオツカウ類…十字架形線

3あります系：アリマス，デヤス等

コマル類…直線

4

シナイデクレ類…狭V形線

だ・です系：ダ，デス等
その他：デービル，アリオル，モシアゲマス等

このうち，1は，ゴザイマスとゴザイマシタで9割近

ジョーサ類…ぜんまい形線

シンパイ類…広V形線

スル類…白四角付き線

くを占め，さらにゴザイマスとゴザイマシタは，ほぼ同

ソノママ類…二股形線

ソレワ・コレワ類…線形

数で現れる。そこで，1を1−1ゴザイマス，1−2ゴザイマ

ダイナ類…歯車形

ドースル類…黒丸付き線

シタ，1−3デゴザイマスの類に分類する。

テーネー類…爪形

マー二類…角音叉形線

以上の分類に従い，次のように色を与えた。

ムジョ類…丸音叉形線

1．1＝茶1．2＝榿1−3＝赤

モラウ類…片手付き線・両手付き線

2＝緑

3＝水

4＝紺

B−2．形の与え方

ヨイノニ類…鍬形線

以下の分類に従って形を与えた。茶・榿・赤では類似

A−3．大きさ・塗りつぶし方・方向

の語形が現れるので，類似形に対して，統一的な扱いを

上記の分類の中で適宜細分類を行い，大きさの違い，

行っている。

塗りつぶし方，方向により区別を行った。

A−4．補助記号の与え方

・茶，榿，赤

終助詞付き回答については，GAJ全体の方針に従っ

ゴザイマス類（茶），ゴザイマシタ類（榿），デゴザイ

マス・デゴザイマシタ類（赤）…二等辺三角形

て記号の下に補助記号を与えた（第4集解説書12ペー

ゴザリマスル類（茶），（榿）ゴザルマシタ類…平二等

ジ参照）。

辺三角形

「…」を付した見出しに対し，「…」がっかない同形

ゴゼーヤス・ゴザリャス類（茶）…V形

た。次の例を参照のこと。

ゴダイヤンシタ類（榿）…U字形

○−○●61φ

の記号の上に1本線の補助記号を与えることを原則とし
〈arigatoo＞（267図，268図共通）

ゴザリス類（茶），ゴザリシ耳当（榿）…狐形

〈…arigatoo＞（267図，268図共通）

ゴザイス類（茶）…杯形
ゴザンス類（茶），ゴザンシタ類（榿），デゴザンス・

〈sulnimaseN＞（267図，268図共通）

デゴザンシタ類（赤）…正三角形

〈…sumimaseN＞（267図，268図共通）

ただし，
に限り，

ゴアンス類（茶），ゴアンシタ類（榿）…小刀形

〈sumimaseN−naa，ne，no＞（267図）

ゴザス類（茶），ゴザシタ類（榿）…平行四辺形

〈…sumimaseN−naa，ne，nee＞（267図）

ゴワス類（茶），ゴワシタ類（榿），デゴワス・デゴワ

シ一類（赤）…長方形

上に付ける1本線は，区別の必要がある場合

必要がなければ付加していない。次の例を参

ゴアス類（茶），ゴアシタ類（榿）…菱形
ゴイス類（茶），デゴイス類（赤）…欠け正方形

照。

ゴス類（茶），ゴシタ類（榿）…正方形

＜…sulnanaNda＞（267図）

B．269図の記号化

ガンス類（茶），ガンシタ類（榿），デガンス類（赤）

269図は268図と語形を分割して扱う。併用回答の配
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…涙滴形

ガス類（茶），ガシタ類（榿）…紡錘形

ゴザイモース類（茶），ゴザイモーシタ類（榿）…蝶

形
ゴザル類（茶）…鍵穴形
オマシタ類（榿）…矢じり形
オアシタ類（榿）…ペン先形
・緑

ダ・ヤ・デス類…円形

ナ・ナッス類…曲玉形

ナカゴザンス類…扇形

ス類…楕円形

・水

アリマス類…T形

アリャンス類…脚付きU形

アンシタ類…十字形

デヤス・デヤシタ類…Y形

・紺

デービル類…分銅形

ヤイビン類…爪形

デール類…亀甲形

ダレン類…塔形

ダニ類…花びら形

アリオタ類…いちょう形

モーシアゲ類…矢印形

タボーラルイ類…若葉形

ユー類…鳥形

ディロー類…三つ葉形

B−3．大きさ・塗りつぶし方・方向の与え方
上記の分類の中で適宜細分類を行い，大きさの違い，
塗りつぶし方，方向により区別を行った。ただし，榿と
赤では〜置形に対し斜め方向を与えている。次の例を参
照のこと。

茶▲〈9・zaim・・U＞
榿4〈9・zaim・・it・〉

赤▲＜degozaimasu＞
〃

4

〈degozaimasita＞

B−4．補助記号の与え方
終助詞付き回答は，GAJ全体の方針に従って記号の
下に補助記号を与えた（第4集解説書12ページ参照）。
その他，記号が斜め方向であることを明示するために次
の例のように斜め方向に2本線付きの記号を利用したも
のもある。
禮1

ゴ

〈gozaNsita＞

C．270図の記号化
C−1．色と形の与え方
267図と268図の方針を引き継いでいる。

C−2．大きさ・塗りつぶし方・方向・補助記号の与
え方
大きさ・塗りつぶし方・方向・補助記号については，
色と形以外の区別を行うために適宜利用した。
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資料一覧

「資料一覧」について

1．この「資料一覧」は第5集所収の項目に関して，各地点で得られた実際の回答を地点ごとにまとめて示したもの
である。

2．地点番号の後の地名は，原則として字名までを提示した。
3．地点の配列は，地点番号に従って，番号の若いものから順に並んでいる。したがって，都道府県別にはなってい
ない。

4．各地点の中は，質問番号に従って，番号の若いものから順に回答語形を配列している。質問番号と地図との対応
は，次ページの配列図のとおりである（実際の資料一覧では，もっとつめて並べている）。必要に応じて，この図
をコピーして使うと便利であろう。なお，表で「地図化せず」とあるのは地図化しなかった項目である（「方法」
5．参照）。このような項目では，調査票で報告を求めた部分を項目名として示している（（〉の中は参考文脈）。

5．併用回答に関しては，原則として報告されたままの順で示している。
6．音声記号として等価な記号が複数存在するときはそのうちのひとつだけを用いた。第1集解説書231ページの7．
ならびに第4集解説書「方法」2．2．1．を参照のこと。また，カタカナとひらがなを混ぜ書きにしている表記法に

ついては，第1集解説書231ページの8．を参照のこと。その他，スラーの出力が通常の活字による形式と異なつ
ているが，この点は第1集解説書232ページの10．を参照のこと。

7，回答語形のうち，地図上では不採用となった語形には頭に×を付けて示している。
8．回答語形のうち，地図上に採用しなかった部分は，原則として（

）に括って示している。

9．各回答に対して話者や調査者が加えた注記は，回答語形の直後に略号で示している。略号の示す内容については
下記のとおり。これらの略号で示せなかった注記については「注」（または，注1，注2…）とし，末尾の「文章に
よる注記」に掲出した。

注記略号の内容

俗方馬丁

老老人が使うことば。
若

ぞんざいな言い方，俗なことば，くだけたことば。

おもに若い人が使うことば。

方言的な言い方，ここの土地のことば。

古古いことば。

共通語，標準語的なことば。

回答に疑問がある，誤答かもしれない，自信のな

多

使用が多いことば，一般的である，普段のことば。

い回答。

少

使用が少ないことば。

男

おもに男性が使う。

女

おもに女性が使う。

子

おもに子供が使う。

書聖誘参話

新新しいことば。

長く考えてから答えた。

笑いながら，感嘆の意をこめて。
誘導による回答。

参考話者の回答。

敬敬意のあることば。

自然談話で得られたことば。

上改まったことば，上品なことば，丁寧なことば。

下下品なことば，卑語。

注
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文章による注記を参照

資料一覧（表現法編ll）配列図

命令・禁止・義務表現
147：209図「起きろ（やさしく）一その1一」210図「起きろ（やさしく）一その2一」
21ユ図「起きろ（やさしく）一総合図一」

148：212図「起きろ（きびしく）一その1一」213図「起きろ（きびしく）一その2一」
214図「起きろ（きびしく）一総合図一」
149：215図「開けろ（やさしく）一その1一」216図「開けろ（やさしく）一その2一」

217図「開けろ（やさしく）一その3一」
150：218図「開けろ（きびしく）一その1一」219図「開けろ（きびしく）一その2一」
220図「開けろ（きびしく）一その3一」
151：221図「行くなよ（やさしく）」222図「行くな圭（やさしく）」
152；223図「行くなよ（きびしく）」224図「行くな圭（きびしく）」

153：225図「行ってはいけない」226図「行ってはいけない」
154：206図「行かなければならない」207図「行かなければならない」208図「行かなければならない一総合図一」

強調・詠嘆表現
155（地図化せず）「（もちろん）行く」

156（地図化せず）「おれが行くんだ」

157（地図化せず）「あの花の美しいこと！」

意志・勧誘・希望表現
158：232図「行こうと思っている」233図「行こうと思っている」
159：234図「行くまい」
160：235図「行こうよ」236図「行こう圭」
161：227図「行きたいなあ」228図「行きたいなあ」
162（地図化せず）「行きたくてたまらない」

163：229図「行きたくない一その1一」230図「行きたくない一その2一」
164：231図「行ってもらいたい」

推量・勧誘・伝聞表現
165：237図「行くだろう」

166（地図化せず）「（たぶん）行かないだろう」

167：238図「行くのだろう」

168：239図「行っただろう」

169（地図化せず）「行ったのだろう」

170：240図「たぶん雨だろう」

171：241図「降りそうだ」

172：242図「良さそうだ」

173（地図化せず）「病気らしい」

174：243図「雨だそうだ一その1一」244図「雨だそうだ一その2一」245図「雨だそうだ一その3一」
246図「雨だそうだ一総合画一」
175：247図「高いそうだ一その1一」248図「高いそうだ一その2一」249図「高いそうだ一その3一」
176：250図「いたそうだ一その1一」251図「いたそうだ一その2一」252図「いたそうだ一その3一」
177（地図化せず）「富士山のようだ」

疑問・反語表現
186（地図化せず）「行くか行かないか（分らない〉」

187：257図「誰が行くか（分らない）」258図「誰が行くか（分らない）」
188：256図「（それは）何か」

189：253図「誰かが（知っているだろう）」

190：254図「どこかに（あるだろう）」

191：255図「いっか（聞いたことがある）」

192（地図化せず）「良いのかな」

193：259図「誰がやるものか」260図「誰がやるものか一その1一」26ユ図「誰がやるものか一その2一」
194（地図化せず）「やらないことがあるものか」

授受表現
206：262図「もらった」
208：263図「やった」

195（地図化せず）「来るんだって？」

207：266図「くれ」
209：264図「やったか」265図「やった塑」

あいさつ表現
241：267図「ありがとう一短い形一」268図「ありがとう一長い形の前半一」269図「ありがとう一長い形の後半一」
270図「ありがとう一総合図一」
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022896 eeHkRrtftasS$uatslt
6}r4)'ru'ilerSiSZst 147 ?ul'ri'jo 14s ?uzrltS̀i?itj̀ant1o?u1raljga,?ul'rI

149 jado?d:t1k'urZrZ lso ×jado?e:r!tìi?itf̀antio?e:k'urawaljga,
?e:r! lsl (?a!tl'i)?ik̀junajo ls2 ?a:tf'i?ik̀junatll

153 ?id3ija?ik̀jando: ls4 ?ik̀jambanarangaja:,×?ik̀jutt'o:
dess'axgeXM lss ?ik̀jupkanatll1,?ik̀jutt'o:tll2 ls6 wandu?ik̀jutt'o:,
?ik̀jun,?ik'juri,wa:ga?ikjun ,wa:ga?ikjuri
157 ?anpananuk̀jurankutu:tli,k̀jurakatr
kM..gthkii･itgilxij1 lss ?ik̀jott̀i?o?6jutt'o,?ik̀jotf'i?o?ojundo:
159 ?ik̀jandoja:,?ik̀jap 16o ?ik̀jo: 161 ?ik̀ittakapd3agaja:tr,
?ik̀itfakan 162 ?ik̀itS̀akutX?uSirambaXll,?ik̀itt̀akut1'?uSiranZll
163 ?ik̀itt̀akun1'n 164 ?id3i:muretSakamja:XE,?id3i:murettakap21
ue'JStaIS,'tXmaiSZIiE 16s ?ik̀juroja: 166 ?ik̀jandaroja: 167 ?ik̀jupdaroja:

168 ?id3aro: 169 ?id3aodaro: 17o ?o:kata?aWZ?arankei,
?o:kata?aWrdaro 171 puritfageka,puritSagekan,puritJagekari,
puritSagesakka 172 ji:tS̀agesaka,ji:tS̀agesakka
173 bjo:kitf̀akOsakka,bjo:kitt̀akesaka 174 ?aWrtSagesakatal,
?aWrnu?ambed3aga 17s ta:katt'agesaka 176 wutantt̀ukana
177 diud3isanpipitt'un,diud3isaptupitr̀unganZSukka
fima'!SZEkStlil ls6 ?iki:garo?ikjangaro,?ikjukkaro?ikjaogaro
187 tarugaga?ikjuro lss nu:kei lsg tarukaka lgo da:d3ika,da:nd3ika
lgl ?itsi'karo lg2 jittt̀akeid3a:,jittt̀akei lg3 takkaSuntll,
takkatuljkeiXll lg4 srrankutunu?appa lgs k̀jukkei,k̀jukkeid3a:tli
}eeptttcM 2o6 murata,muratantal,murataritli 2o7 k'urrrx,k'urrranna:
2os k'ur1'ta,k'urrtanZ}!,k'url'tariZll 2og kaatt̀inaZll
asUilS')ilglfl 241 ?arigatesama?arjo:ta,?ubukutarjo:rui9Siiitli,?ubukurrEiSilfZli

024688 ewuUX±ft#5moSNffrr:2
fS}ift'XiLlt'ilSX$ilfl 147 ?u￠i:r:jo: 14s hek?u￠r:ri',?u￠i':ramba

14g jado:?l'he:rr,jado:?rhe:trtabore lso jado:?rhe:rambadame:d3aga,
?rhe:rr lsl (gan)?id3i:ja?ikjando:,?iknajo: ls2 gao?ikna
153 ?id3i:ja?ikjando: ls4 ?id3i:kombanaramta!1,?ikjambanaraml}!2
dess･skt!SeilXEfi! lss ?ikjamba,?ikjumtl! ls6 wa:ga?ikjuddo211,wanna?ikjum

tal2,waodu?ikjunZl13 ls7 kjura:sa,?aohananukjura:saja:,
kjura:sarja:
kigs'EtsIE･nSt21Zlifit lss ?ikjo:tri?umo:rjusrga,?ikjo:tJi?umo:rjum
159 ?ikjam 160 ?ikjo:ja 161 ?ikbutamtll,?ikbuJaja:tal

162 ?ikbutatl?o:iiram,?ikbutan?o:Siram?l! 163 ?ikbuSlkkanem
164 ?id3i:mure:butasZga,?id3i:mure:butam
iPEEEt.jfik!lg.dlikmailZSI 16s ?ikju:ro 166 ?ikjandaro 167 ?ikjunmundaro:

168 ?id3a:roja: 16g ?id3a:ro: 17o tabup?amr:daro:
171 XJia:sl'gundiurjumZl!,thuritSagesam 172 xjittSam,XjitttanZll,
×jittSaddo: 173 bjoktragesam?Ell1,bjokttagesa,bjoktSagesarZl12
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174 ?aml':ttiddo:ta!1,?aml:tti?itta:do:tli2 17s taha:samtfi?l
176 wutamtJi 177 diud3i:dzaljninJitum?]il,diud3i:dzannintilur$l12
eema.!Sti}Sltlifil 186 ?ikgatu:ro?ik̀jaoga?aro ls7 targa?ikj̀u:ro lss nu:,
nu:jo: 189 tarkaga lgo da:nanka lgl ?itka lg2 jittf̀arkaja:,
jittfamZtr lg3 targati:bekkai?Ell,targaturkaja: lg4 srrapkutujanem,
kanarat Sum?Elll,kanarat Suddo:,kanarat fur21!2 lgs kj̀urkaja?l
EEII2ilglfl 2o6 muro:tam 2o7 k'urr:r1',k'urzranna: 2os k'urz:tam,k'url':ta
2og kama:tf̀ina:Zli 1 ,kama:tr̀akaja:l}i 2
asVtS' )iiEIfi 241 ?arigate?arjawotado:
024731 EIE!EEltKrtkas5!ll2t*!Eespt
ffb4}'¥Jlt.scilj$tijl 147 ￠i':ri',dir:rambanaZll 14s of':rr

14g jado:?akZtrk'urZrr lso hek?akrrl lsl (gan)?id3i:ja?ikjando:,
(gap)?ikunajo ls2 gan?ikuna,gap?id3i:ja?ikjan ls3 ?id3i:ja?ikjao

154 ?ikjambanaransrga,×?ikjusrga .

resc･blma ls5 ?ikjuddo:,?ikjun,?ikjuiil ls6 wanga?ikjun,wandu?ikjuo,
waodu?ikjui ls7 ?anhananuk'jurasa
kg･eni}･tgilg51 lss ?ik̀jotri?umutun lsg ?ikjao 16o ?ikjo:ja
161 ?ik̀itSasaja: 162 ?ik'itSasanu?o:Sirao 163 ?ik̀itraso:nen
164 ×?id3ikurlbbadujittSantli
?Ekij')BWIS,.fuPi5iltl$l 16s ?ikjuro:ja:,×?ikkjatu:ro: 166 ?ikjandaroja:

167 ?ikjun?arankaja:,×?ikjukkamofirrraoja: 16s ?id3ittfaroja:211,
?id3ittiakamoja:tal2 16g ?id3ija?arankaja: 17o tsrmai?amr?arankai
171 ×thujuddo:,diuritJagOsa,diurittagesalj,diuritfagosai2ill

172 XjittSaro,XjittfantSi?umu:jusZga 173 bjo:kija?arankai,
bjo:kitSagesa,bjo:kitfagesao,bjo:kittagesai 174 ?amrttagesantll,
?amrtSidujutaptli 17s ta:saotSagesap?li 176 wutaptSuslga,
wutantfuddo: 177 ￠ud3idzapnrnJaljjamad3a

reifdi'iSZinigiSXiilu 186?ikjuggajaro?ikjangajarols7tagga?ikjuggajaro

188 nu:ga,nu: lsg taruka,tarukaga lgo da:nankja lgl ?itsrka
lg2 jittr̀akamotal1,jitttakaija:tal2,jitttamrX}!2 lg3 taggaruitl!1,
taggaSuntll2,taggafukkailll3,taggaSummuljkaja?Ell3,taggaSuru214,
taggaslkkajata! lg4 jad3ipSuntai lgs kjuppa:,kju:kkaja2iE
IeepttilZilifi 2o6 mura:taotr,mura:ta 2o7 k'urrrz 2os tura:tsasrgaul!1,

tura:tfan?iit1,×kurltta?Eli2,kurZ:tanZll3 2og kamatS'inaZ}i
6UilS')ite$l 241 ?aigatesama?ajawotatll

024801 rwUvaXuark4xes
fii?t･#Jk･eeiZg21ISI 147 hekdiuramba 14s hekdiuri'kk'urabrlli,hekdiurz

14g
lso
151
152

jarohoramba,hot1'k'uranna21,jarohotZk'urlrZtli
jarohdkhoramba,tarohekhorZ,tarohOkuhorl'kk'urabl?iE
(?agan)?ikZbadrkdrando:,(?agalj)?ikunajo:
?agan?ikZbadrkerando:,?agan?ik̀una?lll ls3 ?idzljadZkerando:
‑ 212 ‑

154 ?ikambadlkeralj,×?ikuto:,×?ikk'iro:
whss.drqgEiSiSl lss wandaka?ikuojo:21i ls6 wapdu?ik̀urufa21,waodu?ikunjo:

157 ?anhananuk̀jorasatr1,kjorasaja:tr2
kX.2EbkiS.ntgilglSl lss ?ikots̀r?umutuedzaga lsg ?ikan 16o ?itt̀slko:ja
21!1,?ikoja:21!2,?ikanna:tal3 161 ?ik̀its̀asaljdzagaZl!,?ik̀its̀asao,
?ik'its̀asanja: 162 ?ik̀its̀asanu?oseran 163 ?ik̀its'akunin
164 ?idzXmurets̀asap ja:
?kS.)lac!3",･fikeaiSggl 16s ?ikuro: 166 ?ikandaro: 167 ?ikuro:,?ikundaro:
168 ?idzaro 16g ?idzandaro2111,?idzatt'o:ta!2 17o ?oseraku?aml'daro
171 diurits̀agesaotli1,thurits̀agesaritli2,diurits̀agesa 172 ×jitts̀ao,
×jitts̀aru2ill,×jitts̀ariL!> 173 bjo:k'i?anaokai21i1,

bjo:k'its̀agOsarija:tl!2,bjo:k'its̀agesan213,bjo:k'its̀agesanja:
$li3 g4 ?aml'ts̀agesari,?amrts'agesan,?aml'ts̀agesa 17s ta:santsvkka
176 wutantsukkana:tll 177 thudzlsannunm!'tt'surrja:Zlll,
diudztsannussrsu:rija:2EIi2
eema･!SZ/;EiStel ls6 ?ikuogannu?ikangannu ls7 takka?ikupgannu,

taruga?ikungannu lss nu: lsg taruka,tarukaga lgo drnnanka
191 ?itsrganno lg2 jitts̀akajuk'url'Zll1,jitts̀akai,jitts̀a?arapkai
tr2 lg3 takkasu:kaitll,takkasurital,takkasuoZll
lg4 srrankutunu?ao ja:,srrankutunu?anna: lgs k̀uljna:
vaiSiJifi! 2o6 murataljtr1,murataZli2,muratariE1,jztaotai2,jrta:21
2o7 k'urannatll1,k'urZrrtll2 2os k'urzta,k'urrtan2ii,k'urrtaritr
2og kamats̀lnats'!tl! 1 ,kamats̀ inaXll 2

tobg')pt$l 241 ?obokorero:,?arigatasama?arjo:ta
027597 ltE!EVZvaJkEkasgeanwrgetu
th4tr' !Il{Lltt .2SE;iSUfil 147 ?ida?wr:reZli 14s ?ida?wr:re21 14g jadu?je:re?li

lso jadu?je:reta11,jadu?je:re:ti'ka?El!2 lsl ?ikunajo: ls2 ?ikuna
153 ?id3ija?ikaN 154 ?ikambanaransrga

Xsu'dvma 155 ?ikjurijo: 156 ?ikjuri ls7 ?aNhananukjura:ja:
kM'eniE.R$ijItSl lss ?ikjambatJi?omojuri,?ikjambatti?omoturiZll
lsg ?ikjunkutuja?arumO 16o ?ikadaNja:,?id3ikaikafungaZl!
161 ?ld3initfa:rija: 162 ?ikitSaNtsrdzrkaN 163 ?ikitSakuneN
164 ×?ikitla:ri,×?ikittanda:
va')leeflSl.IikmaiStlfl 16s ×7ikjuokamowakaraN,?ikjunsare 166 ?ikarandaro:

21i,?ikaNd3aro:,?ikaNsare:tw 167 ?ikjunsare:21i 16s ?id3aro:2,
?id3ansare: 16g ?id3aro:,?id3ansare:21 17o ?amld3aro:,?amL'sare:nt
171 thurugendo: 172 juta:pganeru:ri 173 bjo:kinerusaja:,
bjo:kino?anganetu:saja: 174 ?amine:Si?itSusaja:,?arnrtJi?ittusaja:,
?amrtSi?itfunda: 17s ta:nganeJu:saja: 176 wutantSu:saja:
177 diud3isannefusaja:

jSEi!di.!SZ/gSSi51 ls6 ?ikjungadara?ikangadara ls7 taruga?ikjungadara

188 nu:ga 189 taruka lgo da:kana lgl ?itsrka lg2 t2a:rukaja:
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193 tarugaSunga lg4 kittotu:rijo:

195 kjuntSina

EkptlitiilUiR! 2o6 jittr,moro:tzwt 2o7 k?uire: 2os ne:tanda:tr 1 ,ne:t!tl 2

2og ne:tanse21i,kamatSanse{}
zaVS' )2ESI 241 ?obo:radani
027651 il2!El.lltRJltitaspt/Z2kMStw
faEi}･X! Lltt .Xii31iStEEI 147 ?wi:re21i1,?wi':tineXE2 14s ?wi:re?IE 14g ?je:ret}11,

?je:tl'net}i2 lso ?je:retli lsl ?ikina ls2 ?ikinalli ls3 ?idz'Zja?ikaNlll
ls4 ?ikamasl'mai2EIi
whde･axnglilZM lss ?ikjuitll1,?ikjujotll2,?ikjundolrr9Stll2 ls6 wa:ga?ikjujo,

wa:ga?ikjundopt ls7 ?anhananukjura:ne:Zll
P"Jg.tm･XgiESI lss ?ikjuntsr?omotuilll lsg ?ikjuntsi?omoturai?El
160 ?ikabai 161 ?ikitta:itli 162 ?ikitSa:nutsrdzZkai 163 ?ikitSakune
164 ×?idzl'kutl'kajuta:i211
?esg.JlfSllk･{ikeeilXEFI 16s ?ikjunsare 166 ?ikansare 167 ?ikjunsare23!

16s ?idzlsare 16g ?idzZtfansareXll 17o ?amlsarest 171 thujugee:i,
diujugee:saja:Xll 172 jutattagee:itli 173 guainuwasattagee:i211

174 ?amr?ambe 175 ta:mbO 176 ?uta:mbe 177 diud3isannifuita!
eeRdi･!SZ/iigESgSl ls6 ?ikjuoga:na?ikanga:na ls7 tanga?ikjuoga:na lss nuga

189 tapkaga lgo dankana lgl ?itsZljka lg2 juta:kaja lg3 tangafu:muja
tll lg4 ?ikasa:tZmaru:jo?ll lgs kjuntsina
}eepteljIViEZ 2o6 morotZ 2o7 k2ure 2os k2utrZl! 2og kamatsrjaZ}!

zaUNSOiltlfl 241 ?uboradareN

029466 llE!fl.kvakltew"?eEa,iiPQanA
fi4b･#th･geilBIM 147 ge:sa?uirijo: 14s ge:sa?uirad3i: 14g ?akiri:
150 ?akirad3i: lsl ?ikuna' ls2 ?ikuna' ls3 ?id3a:?ikando:
154 ?ikanjanarap,?ikanjanaramu
deft･axllSII21glil lss ?itfuo,?itSumu ls6 wa:ga2itfundo:

157 ?anuhananutSurasa:,?anuhananutturasan ja:
kE,Hic,･enYS･RStiSZIfi lss ?ittumudi2mu:tufiga lsg ?ikamu 16o ?ikaja
161 ?itSibuSa:o 162 ?itSibuta2a:riga 163 ?itfibutanao

164 ?id3imoroibuSao
?EEfS･ts}l!2ge.fikmaiSZ]iEl 16s ?itSumuhad3i 166 ?ikanuhad3i 167 ?ittumunankaja:

168
171
174
177

?id3amuhad3i 16g ?id3amunankaja: 17o ?aminuhad3i
diuigisa'mu 172 jukagisa'mu,jukagisaruL!> 173 bjo:ki2anankaja:
?amidisa' 17s takasamudisa 176 ?utamudiju:sa
diud3isannukutua:sa

raIIIdi･,[SZ/iiliivaiFl ls6 ?itSunka?ikaranka ls7 ta:ga?itSunka lss nu:jo

189 tarukaga 19o ?udakani lgl ?ittika lg2 jukaarokaja lg3 Xjaran

194 jaramudinukutunu2annjag,Siramudinukutunu?annja
195 tSu:mudisa
}gEpteltilZff1 2o6 morotalj,morotamu 2o7 kuriri 2os kuritan,kuritamuXl!
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209 kamatfina,kamatt2e:
zaVS')iSUfi 241 mihe:diro:
033080 eeISEk‑Jkcltasewltlfi]74eeva
in<lr･;trsilt.Xii3$ZSI 147 ?ul:rijo: 14s ?ur:ranna 14g mado?e:rijo:

150 mado?e:ranna lsl (?amak'ai)?ikunajo: ls2 ?amak'aiikunatfijo
153 ?td3e:?ikando: ls4 ?ikambanaerando:21i,?ikambanaranga
dede･suI!5eiSiEl lss ?ikjundo:,?ikjuiZll ls6 wana?ikjundo:,wana?ikjuiidi

157 ?aopananukjurasaja:t}i 1 ,?anpananukjurasai,
?aopananukjurasando:tr 2
kwt'EbliiE.ntSilglifil lss ?ikjuntri?umu:tui,?ikjuotfi?umu:tuo lsg ?ikaljdo:,
?ikado: 16o ?iko: 161 ?ik'ibusaja:,?ik'ibusai,?ik'ibusan
162 ?ik'ibusatudzukara:2111,?ik'ibusa?u:Jira: 163 ?ik'ibusane:,
?ik'ibusanen 164 ?id3imuraibusaja:
?Iftij･ew.g,･tlikmailVifi 16s ?ikjuro:,?ikjuso:?araokaja: 166 ?ikamml',

?ikand3aro:,?ikano:?aranka 167 ?ikjuro:ja:,?ikid3aro:ja:,
?ikjuddo:ja:tll 16s ?id3aro:ja: 16g ?id3addoja:
17o te:ge?amrd3araja:,te:ge?amrd3addoja: ln thuitJagi'sa,thuitragrsai,
diuitJagrsan 172 jutasatraglsa,jutasatJagrsap,jutasatfagrsai
173 jamijo:su:sui,jamitJagl'saS 174 ?amZtSagrsai,?amrttagrsao,
?amrtrag!sa 17s ta:santri,ta:sati 176 ?utitisa,?utitina,?utaotfi
177 pud3idzaone:Jiimussui}li,pud3idzanne:Jiissui
ealdi.N Sli51 ls6 ?ikjukka?ikanka ls7 tarupa?ikjukka lss nu:jo,nu:kajo,
nu:ka lsg tarukaoa lgo d3a:kapi,d3a:pika lgl ?itsvka
192 jutasakkaja: lg3 tarunasuomunka,tarunasvkka
194 Jiranmunlja?akkajo lgs kjuntSina
Ieet!4eiSZIiEl 2o6 muratido:,murata,muratap 2o7 k'uririba,k'uriri 2os k'uriti,

k'urita,k'uritap 2og kamattina
MUS')refi 241 ?aigate:ja2111,?aigatede:rull2,?aigatosamade:rutl!3
071750 a[liiedgrePE!rHlifima

de4).#th.Sma 147 asatojua:monowa3rkaNkrtaratSantookinakjadamena
ndajo 14s ×fustoNmakuirareruazo,hajakutokinasai,okirost,okiret9g2ill

149 madeoaketene:sotokarae:kw:kiirenasai
150 ×zdisaNitteaketejaruiljaXli1,hajakuiakenasai,akerent2,akero

mu3 151 (sottsrnoho:e)ittaradamedajo,ittaradamedazo:=
152 sottslittaradamedajo=,sottsi'ittaradameda
ls3 ittarane:aburnaigara(ikurna),ittaradamedajo ls4 ikanakjanaranai
tasu'su4SeiSZ51 lss ikur ls6 orenaikurnda ls7 ija:korja:nantomoienaikire:na

hanadana:
lekwt.gthi9S.itg2StliE lss ittemijo:toomo:,ittemijo:toomo:wane:,
so:jur:hur:niomouawane: lsg ikane:natoomo:sa 16o iko:?l,ikanaikatl!
161 Xojurnitsurkattekitaina:}ll 162 do:Sitemoittemitaina:,
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do:Sitemohaittemitaina: 163 ×ikitakurnaina:,ikitakuanai
164 iSfonidiuarosahairitaina:,ittemoraitaina:
ilEig'ew9S,･{ikeeillSl 16s ikuand3anaiga:IIi,×ittekuarurnd3anailsa:tl!

166 ikanaind3anaiga:lll 167 ikurnd3anaika 16s ittekitand3anaika
169 ittand3anaikal}l,ittand3anaiga:}ll 17o xtabuaNamenathuiruind3anaika,
Xameninaruindene:bega 171 Ximahasl'nuiamejattekuarurndene:ga:tli
172 ×i:ndenaika{l}>,×i:nd3anaika{e,×e:ndene:beka
173 kefSokcuwartuigaraantadokkawaruaindenaiga,
dokkaanogitowawarutijo:nimierurna:,dokkawarwindene:nogatal

174 amerasZ:zo,amedattejuatteruakedomona:
175 takaittejur:hanasZdana: 176 ×ltattejua:nohontodabekana:,
itattejw:hanasZnaarulna: 177 diw3isannijolsuaniteruana:,
thurzl'sanniniterurjo:dana:

eema'ISZEn 186ikurkailsanegals7darenaikwkalssnandan
lsg Xdarekatitteruasrtoartund3anaiga lgo dokkani lgl itsuaka
192 e:noigana: 193 Xzettaijarane:}li lg4 do:sl'temojannakjananne:gara,
zesrtomojarui lgs kurruidatteka
EEpt!eil21fi 2o6 morattajo: 2o7 xnomasrtekuareja$,kereja{S 2os kurretejatta,

ketejattaS 2og jattanoga
MVNg')iSeSl 241 ja:korja:gote:ne:nido:modo:mosu:mimaseN,

o:kgrniarinato:gozaimasuaat
O72421 atvaM*LJZfrtS*LJZwr{El/esf;iF>iti
tSI;<b.Ziblt .geX}iSgliEl 147 oginasai,ogire3a 14s oginenoga,oginasai,ogirefa

149 agenasai 15o agenenoga,agere9 lsl (sott")igunajo:,
(sottri)iguna3a ls2 sotttiiguna ls3 ittewadamedado
154 iganebanarane,iganebanaranaiL
wtsu.blt!%tlifi1 155 iguigu,igu3aigu3a,iguse ls6 orewaigunda ls7 kire:da,

kire:dana:
kig,･glbiiE･it$iSglfl lss igo:toomotteru lsg igane3a 16o igubetijo

161 ikitendakedomona: 162 ikitekuteikitekuteSo:oanendakedona:
163 lkitagune3a 164 ittemoraite:
?ES'tsta9S,.MmaiStEfl 16s igubese: 166 iganedaro:,iganebesefa 167 igudaro:,

tgubena: 16s tttaro: 16g ittandenegana: 17o XtabuiNamedana:,
amedabe$ 171 ottiso:dana:,×o3irudo:,diuriso:da‑lt 172 i:jo:dana:,
i:jo:dadea 173 bjo:kidene:gana 174 Xamedene:gana 17s tagedojo:
176 idadojo:,ideattadojo: 177 ￠u31saNnojo:dana:
eema.!SZESgil ls6 igugaiganega ls7 darenaiguga lss nanede,nandanojo:
189 darega lgo dokkani lgl izudaga lg2 indagana: lg3 darejarujase,
darejarunde lg4 sorekanarazujaruse,jaranaigodoarugana:,jaruzo
19s kurundadojo:?Eli,kurutte
waiStijl 2o6 morattajo 2o7 kurejo,kure3afa 2os jattajo 2og jattaga:
asVSDiStSt 241 arinato:,gottso:sandegozaimafita?l
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072495 ik?iifve*tiMau"MEO'{ISfl:pttrIire
ffl7Ei).Zulft .eeilj:iSgliEl 147 ogire 14s ogire 14g madoaketekureja

150 madoagereja lsl (sottfie)iguna ls2 sottriiguna ls3 igebadameda
154 iganakerebanaranai
wtua'axma 155 igU 156 oreoaikunda ls7 a:konohanakire:dana:
kX･ebklS･etE:iiilgEH lss iko:toomotteru lsg ikanaitoomotteru 16o iko:jo,
Xigube:21i 161 ikitaina: 162 ikitakutetamaranai 163 ikitakunai
164 ittemoraitai
?EftS.ew.2..tikmaiEEE 16s ikudaro: 166 ikanaindenaika

167 Xikundenaikatoomou21i 16s ittandenaika 16g ittandenaiga5>
17o XtabuNamediurundenaika 171 diuriso:datli,×diurundenaika21E

172 Xindenaiga 173 guwaiwarindenaiga,guwaiwariso:da
174 amedaso:da 17s takaiso:da u6 itaso:da 177 diu3isaNnojo:da
eema.NliSESI ls6 ikukaikanaika ls7 darenaikuka lss nanda lsg darekana
19o dokkani lgl itsuka,Xdokkade lg2 i:nokana: lg3 darenajarumooka
lg4 jaranaikotonaarumoneka,jaranaikotonaarumoeka lgs kurutte
}eepteiSiEil 2o6 moratta 2o7 kureja 2os jatta 2og jattaka

toVS')iSiiSl 241 arioato:gozaimasu.lt,arinato:
074669 awwasiJEi±fiiEU'LLIilPiiB5'IrH
ifitrtk.nf±t .eeiiSiliiEl 147 mo:okirejo,mo:okinasaitll 14s mo:hajakuaokireZ}i

149 madooakenasaiszxxkofi lso madooakere',madooakerejo'
151 (sottrinoho:e)ikuana ls2 sottfi:ikebadameda ls3 ittewadameda

154 ittekonakjanannai
desc'blqSgiliEfi lss ikrujo ls6 orenaikvaZll ls7 kire:dana'

kN.Ebkii.Rgil2Sl lss ikurtoomotterur$}!,iko:toomotterurtll lsg ikanaitli,

ikanaiwatai 16o iguabeat 161 ikitaina: 162 ikitakuateJijo:nanai,
ikitakuatetamaranai 163 ikitakurnai 164 ittemoraitai
?EkEg･tsk!9S.fikmaiSgfi 16s ikurndenaikaJ?l 166 ikanaindenaika

167 ikurndenaika 16s ittandenaika 16g ittandenaika
170 tabtuNamedenaika 171 thuiriso:da 172 josaso:da 173 bjo:kirati:
174 amerafi: 17s takairaSi:21,takaiso:daL!> 176 itaso:da,xitarafi:21
177 fru3isannojo:da
kifS.!SZma ls6 ikuakaikanaika ls7 Xdareninaruaka lss nanda=
lsg darekana lgo dokokani,dokkani2 lgl itsuaka lg2 e:nokana:
193 dareoajaruamooka lg4 kanarazurjarurzo,kanarazurjarvajo
195 matataithut:datteka:
IS2eptlti*tEII 2o6 morattajoXli 2o7 kuarenaika,kuarejatll 2os jatta,kuareta

209 jattakat,jattakai=
asUNS')2RJfi 241 ja:gote:ne:nido:moarinato:gozaimaSitatJo:daiitatimasur

O77688 ltlilifwwzaptEOISi3i3TE
fi4t'l!IMt .eeiEl$tlfl 147 okirejo: 14s konojaro:okireokiretll
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149 sokoaketekerena:tanomuazo lso akerettuatanoninatitejua:kotokuare
no 151 (sottfa)abuanegaraigurnajoJ,(soko)ikebadarnedajo=
ls2 zettaisottJaittaradamedazo= ls3 ikuanajo21E

154 ittekonebanannegarana
desu'suF!sclipt$l lss ikurikurX}l ls6 ijaorejo:Il!,oreiktundajos

157 ijakire:dana:,konohanawakire:dana:
kg･tm･nS21Vill lss iko:toomo:kedojo:?E}i lsg ikane:zoX}l 16o iguabe,
iguabesljo 161 ittekitaina: 162 ittekitaina:,
ikitakuiteikitakurtetamanne:mo 163 ikitakurne:deja 164 XigrubeJijo,

ittemoraitaina:
ikS'me･EikmaijliSl 16s igtundenaikaXli 166 ikane:zo:Zl! 167 xtatikaikurhazua

tll,XtabuiNikuitoomo:jotll 16s ×ittekitatoomo:jotll,×ittekitatoomo:zo
tai 169 ittatoomo:jotal 17o XtabuaNamedana:Zli
171 ×amegaimaottitekuaruazotai 172 ×i:toomo:joull,×i:toomo:zo?ll
173 karadaguraiwarwtndene:kanaXll,bjo:kidene:ndabeka?Ell,bjo:kidazo21!
174 amedajo:danaZll 17s take:ttihanasidazoZ}l 176 itatojo:tal
177 ￠tu3isanniniteruana:I}

!SZEEiStl;l 186 ,

eellS. ikuakatkane:ka ls7 dareikuaka lss nannanda nandanda,
nanijo lsg dareka lgo dokkani lgl itsurka lg2 indabekana:,i:bekana:
indabega lg3 darejaruamondattejo lg4 jarane:ttesonnakotoartumonka,
jakuisokuado:rijarwttegaX}l lgs kuiruatteka
teepttireEfi 2o6 morattadeja 2o7 Xmegurndekeredeja,dase 2os jatta

209 jatteketaka
6U8S')ilZSI 241 ja:ja:oisumane:na,ja:ja:ki:tsu:kattesuimanakattana,
arigato:arigato:

O77988 dbltl}MEiesHlfnvt2TE
ffi74}.Intt .geX:SZSI 147 mo:akarrukutnattakaraokinasai
14s Xhajakvatinaitogakkoniokuaremasuajo,hajakurokireEiEtai

149 ammariatswikarakur:kiirekaesuaruakaramadoakenasaig
lso ortke:dakarahajakuiakenasaiil;/211,akeretojw:nonido:titeakenaino
i;I;R9Stli2 lsl (sottfi')ittaradameg ls2 sottfiittaradame
153 ittaradame ls4 ikanakjanaranaitl!
Xas･axqSEIik5Z lss ikimasur ls6 oredakeiktu ls7 ijazl:bua‑kire:dana:
{itJS"E,!,,i･2EhftIE･nSiftlifil lss iko:toomotteirua lsg ikaNtll 16o ikanka

̀i=

161 ikitaina: 162 ikitakuatetamaranai 163 ikitakuanai
164 ittemoraitaina:
?EES'ts3X3S..fikmaikSl 16s ×ikuatoomo:kedo,ikuadaro: 166 ikantoomo:,

ikanaikamoSirenaijo 167 Xikuindenaidefo:ka
168 Xtatikaitteruahazruda,ittadaro: 16g ittarafi:,ittandenaidaro:ka
170 ×tabtllNameninaruirafi:,tabuiNamedaro:
171 ×mo:suaouaamepadiuaruakamofirenai,×mo:suantuameninartukamoSirenai

172 i:jo:da 173 dokkawaruindenaidaro:ka,gjottofitaraso:kamotirenai
218 ‑

'

tli,bjo:kira;i: 174 ameraSi:,amedaso:da 17s takaiso:da 176 itaso:da
177 ditu3isannijokuaniterua,diva3isannojo:daas
eema.NftSSilfiL ls6 imanotokorodo:Sijo:kakaljpaeteirur,ikuikaikanaika

ls7 darenaikurka lss na:ni lsg darekana lgo dokokani lgl ttsuaka
192 i:nokana: lg3 darenajaruimonka lg4 jaranaihazurwanai
195 kuarurtte=
Ieet!4eiStijl 2o6 moratta 2o7 tro:dai 2os jatta 2og jattano=

6U8')ilVill 241 gote:ne:niarinato:gozaimasur

os4o33 i[liiiMR321ilSifiEurK$
tftr4}･Xth.geS$glfl 147 mo:zrkandakaraokinasai 14s okuarerurkaraokire{Ie21,
oktro 14g madooaketekere211 lso madooakere lsl (sottsZe)ikurndenaido
tai ls2 sottsleikurna21! ls3 ittaradamedado ls4 iganebananne:

esas.blma 155 igui,ikuE ls6 oregaikwnda ls7 anohananok!re:dakoto,
anohananokire:dagoto
kwt･tm･ee$iSZSI lss iko:toomotterui lsg ikanebe 16o ikrllbe 161 ikite:na
162 ikitakustetamarane: 163 ikitakuaneeAe 164 ittemoraite:
lffIS･tskf9ee.fikmailZSI 16s igurbe 166 iganebe 167 igurndabe 16s ittandabe

16g ittandabe 17o Xkittoamethuarurbe,amedabe 171 diuarisondatli
172 josasonda 173 bjo:kirasut 174 amedaso:da,amedatofa21i
175 takaito 176 itandato 177 thua3isannojo:da,jondaas,ditu3isanmitaida

fa,thva3isanmitaeda9
eema･!SZiEiSglfi ls6 ikvakaikaneka ls7 daregaikuaka lss nanda lsg dareka

lgO dokokani lgl itsuika lg2 e:nokana lg3 daregajarutmonka
lg4 degine:kotoarurmonkai2;/2iE lgs kuarurndatteka
}eepteiS2Sl 2o6 moratta 2o7 kere,kerejatli 2os jattajo 2og jattaka

MUS' )iSgEfil 241 gote:ne:niarigato:gozaimasui,eNrjonakuttJo:daisrmasu:
osg441 ablitme1ljkBasin'"#iE]rtie!l}ftm

di74t.tcik.{IGig}il2Sl 147 hajakurokinasai 14s okinasaitll 14g akenasai

lso akenasaiXll lsl (sottsre)ikuanas ls2 sottszeikurna‑*l!

153 itteikenaina: ls4 ikanakerja:naranai
whsu･sklgiiSZSI 155 ikua ls6 orenaiguanda ls7 anohanarutsurkuasr:

i:ata.kbRii.R$illifl lss ikvatoomotterur lsg ikanai,×ikarenaital 16o iko:joZll

161 Xiko:kana:,ikitaina: 162 ikitakuatetamaranai 163 ikitakurnai
164 ittemoraitai
}fES･ew.ig,･fikmaiSZSI 16s ikwdaro:Zll 166 ikanaidaro: 167 ikuadaro:

16s ittadaro: 16g ittandaro: 17o amedaro:?li 171 thurriso:da
172 josaso:da 173 bjo:kirasZ: 174 amedaso:da 17s takaiso:da
176 itaso:da 177 fuatfisannojo:da
nema.NEEilZ51 ls6 ikurlsaikanaika ls7 darenaikuaka lss nanika lsg dareka,
darekapa lgo dokokani lgl itsuaka lg2 e:nokana:g lg3 Xjannaii;I;1tsl,
Xjaranaitll lg4 kanarazurjattejartug lgs japparikuarurtte,kuarurka,
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kurrurnoka
tSEptectikSl 2o6 moratta 2o7

kurre' 20s jatta 2og jattaka

asUNS')refi 241 arinato:
115792 ?ttekewRlitMasIrpg)N!iPttlSi

tfit4b･tnt9ts .{IEilSglfl 147 ha:ku?ukiranna: 14s ha:ku?ukirani

14g haSiru?akiriba lso ?arihajiru?akirani lsl ?ikanro:
152 ?ikannatrantfintJikani ls3 n3e:naranro: ls4 ?ikaine:nara:hi
desc'sut!sciS21fi lss ?itfirusuru ls6 ?ittirusuru

157 ?anuhananutsuraha:numun jo:
PdJg･wt9E･R¥iSiiSl lss ?ikanuja:tSantfi?urnuto:N lsg ?ikaN 16o ?ikaja
161 ?itiibusaN 162 ?itfibusanuni3iraransa:ja: 163 ?itSibuSiko:ne:N

164 Xn3iturahanna:
IPIkS･JfacflS,･fikmatcM 16s ?itte:sanna 166 ?ikaoha3iro: 167 ?itte:sangaja:

168 nzano:?arani 169 n3ittano:?aranna 170 tSa:SiN?ame:?araljgaja:
171 diuigisaro: 172 matijeigisa:jeru 173 bo:tte:?araljgaja:
174 ?arnijantsonro: 175 takahantsonro: 176 ?u:tantso:ha
177 diU3tsantunitsontso:ha
eema･stEkiliER ls6 ?itSigasura?ikaljga?a:ra ls7 tarugaga?itsura lss nu:ga
189 tangaraga 190 mangarakatSi lgl ?itJika lg2 fiminna
193 tarugasuga 194 sankutunu?anna: lgs tsunna:
EEeptlt212Sl 2o6 ?i:taN 2o7 kuriba 2os kutaN 2og kwa:ttina

MUS')EkSl 241 mihe:re:biru

116962 ?wwtsntaslgifdieruapamaca
ffa<l;･tctlt･Xwa 147 na:?ukiranna: 14s he:ku?ukire:
14g he:kuna:?akititurase: lso he:ku?akire: lsl ?ikanro:
152 ?ikanro: 153 ?n3e:naranro: ls4 ?ikanne:naralj
deua.skngEilglfl lss ?ikanne:naran ls6 waga?itSun ls7 ?anuhananutfurasa
kg･ebftIE･ngiStEII lss ?ittunritSi?umuto:n lsg xnarap 16o ?ikana
161 ?ittibusan 162 d3iko:?ittibusao 163 ?ittibuko:ne:rao

164 ×?ittin3ikwiranna:

iitkS.jlikf7ge.fikeeiSi51 16s ?itSuruha3iro: 166 ?ikanha3iro: 167 xjaruha3iro:

168 n3o:ruha3iro: 169 lj3o:ruha3iro: 17o ?amlrujaruha3iro:
171 diUigisa:jassa: 172 XmaSijassa: 173 jamme:muttSo:ruha3ijassa:
174 ×?amijassa: 175 takasanriro: 176 ?utanri
177 diu3isannupkainisito:o
ftiful･EEEilijfi ls6 ?itSugasura?ikapga?ara ls7 ta:ga?itJura lss nu:jaga
189 ta:gajatiljZ}l 190 ma:nkaijetiig lgl ?itSika lg2 timugaja:
193 tagasuga 194 sanne:naran lgs tlo:nri:
]RptlleiSISI 2o6 ?ititJan 2o7 kwire: 2os kwitaN 2og kwa:tfi:

zaUS')2SZ51 241 mihe:re:biru
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121388 itEIilftptJdiSas4imEOgtSSRpt
EB41tr･Znt!t .Xiil$2Sl 147 ?uiribawarabintra:,xna:?ittanoitll 14s pe:ku?uiri

tal1,?uipo:ri2IIi2,xnu:gagandukkjariinturu213 14g mado?airiba,
jadu?airibaiik lso pe:ku?airt,nu:ga?aeritSi:ba?aeranusa:ta!
lsl (?uma:katija)paiponno(mi:gawarabintSa:)21,
(?uma:katija)?ikiponno(mi:gawarabintta:)Xll ls2 ?ikunno:
ls3 ?id3a:narannu,?ikipo:tijanarando:Xll ls4 paibadunajuru,

?ikibadunajuru
desc.stt!SeilZilfl lss de:ru?ikjuN ls6 wa:gapajuNZIi1,wa:ga?ikjuNlli1,

wanudu?ikjuru2112 ls7 ?anupananutrurasai,tSurasaN,tSuraso:liE,
tsurasarudiutu2
Kk)K.tm.niE:Hiltlin lss pajantfi?umo:tuN,?ikantSi?umo:tuN,
?ikjuntSi?umo:tuN,pajuntJi?umo:tuN lsg pajannutal,?ikannuXli
!60 ?ikande:,pajande: 161 ?ikittasai,?ikitfasaN
162 ?ikitSasanunarad3i,?ikitfasanuna:d3i 163 ?ikitiakunne:
164 ?id3imure:tSasai,?id3imure:tSasaN
IPEiS.jleefik･tikMiltSl 16s ×?ikigaru:ra: 166 ?ikannuttima:rjuit}1

167 ?ikjuntSa:?arandarait}l1,?ikantfa:?arad3ige:ratal1,
?ikantSide:ruZll2 16s ?id3a:?arandarailll 16g ?id3a:?arandarai
17o ×?a:?amidendo:llll,xte:ge:?amijeigisaiXl!2 171 puigisai,
puigisaNst 172 mafijeigisai211,matijeigtsaNtlll,jutatagisaitll2,
jutaJagisaNtal2 173 jamme:je:gisai,jamme:SitSuigisaiZl!
174 ?amije:gisaitai 175 takasattfu:sa 176 diutittu:sa
177 Pud3idzanneftui
Xifdi･ISZESIZi;t ls6 ?ikigatura?ikad3ige:ra ls7 juduruga?ikigafura
188 nu:ga 189 taru:kaga lgo ?ida:kanaN lgl ?ittti:ka lg2 nairaija:,
jutafaraija: 193 ta:gatuljga lg4 Siranganetrinajumi 195 kju:rai
'
E2iptlleiSXEfi
2o6 Xmuro:tando:ja:,muro:taN 2o7 '
kuriri 2os kuritaN

209 ko:tfami
MVS' )iSZSI 241 te:tuganasi
122148 ?tti?kpt}IRUMasgei￡Jk!I!ncfi
tf}iilb･nd!t .eeiimeiH 147 ?ura:the:ku?ukiro: 14s ?je:die:ku7ukirani

149 ura:jaraguttidie:ku?akiro: lso ?ja:?je:ntSikanithe:ku?akiro:

151 (mmanke:)?ikunajo:ja: ls2 mmanke:?ikunati:ntfikani
153 o3e:narando:ja: ls4 ?ikana:kunaraN
dess.blI!glrefi lss ?iko:runairu,?itfihe:N,?itSuN ls6 waga:?itSuN

157 ?unuhananutSurahaja,?unuhananutturahajo:
kK.enig.XgiStSl lss ?ikanate:,?ikate: lsg ?ikaN 16o ?ika:ja:
161 ?ltSitSaha:N 162 ?itSitfahanunaransa: 163 ?it;itrakune:N
164 Xo3iturafi
va･Ieef9",.tiftmailZISI 16s ?itturaha3i 166 ?ikanha3i 167 p3ije:sani

168 p3araha3i 169 n3e:sana:ti 17o te:ge:2ami:jaraha3i
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171 diuigisa:jassa: 172 matinugutu?aN 173 butSige:diu:d3i:jassa:

174 ×?ami:diuingitJa 17s takaha:ngitra 176 wutanSltta
177 thud3isannugutu?asa
Eifdi.ISZESreifl ls6 n3igasura?ikapga?ara ls7 xtagaga lss nu:ga
189 tarukaga lgo da:ne:gajara lgl ?ittika lg2 rinukaja
193 tagasunumuljga 194 santerumunnu?ami 19s tJu:ngitta
IptptttcM 206 ji:taN 2o7 kwi:ro 2os kwi:taN 2og kwa:tfi:

asV8'pth 241 nidie:do:

123172 ?ng4paSR#Keer*￠Pfiltm

tftìib･¥LLL･Xiimeiijl 147 haku?ukirani 14s haku?ukirani211 14g ?akirijo:.

150 ?akiranitli lsl ?ikuno: ls2 ?ikuna:dibe: ls3 ?id3e:narando:

154 ?itSannare:naran
whsc･skt!Se7kSl lss ?itfidutu:ru ls6 wa:?ittun ls7 ?anupananutSurasaje:i
kg･EbkiS･nS7Slffl lss ?itta:di?umudi?un lsg ?itfan 16o ?itra
161 ?itSibura:n 162 ?itfibufanudiuSigarao 163 ?ittibuJane'rg

164 ×?id3iturafanna:

#kS･)ISRFS,･tikastcM 16s ?it'surupa3i 166 ?itSanpa3i 167 ×?itJakajatll
168 ?i3aruPa3i 169 ?i3arupa3i 170 ?ami:jarupa3i 171 puigiJajalj

172 mafijaigatajap 173 jamme:gatajao 174 ?ami:ndido:,
?ami:puindido: 17s takasandi 176 ?utandi 177 diud3isannugu:tu?an
eeRdi･!fiiEEast ls6 ?ittintura?itrannara ls7 ta:?itfura lss nu:ga
189 ta:gana lgO da:gananai lgl ?itsijatara lg2 Simukkaja: lg3 ta:Jo:

194 tsa:ndiutunu?ami lgs putlundi
EIkptMiptiffi 2o6 ji:tan 2o7 k'i:janne 2os k̀i:talj 2og ka:ttJi:
toUS' )iSgiSl 241 nithe:,×nidie:do:

123199 ?ma4N9ewSefieNIPpmftsc
ditr4b'#th'$iiSikii$1 147 ?itSimamadinnimbapgutuhakuna:?ukire:jo:
14s hakuna:?ukiri:di?itSintSikamba:na: 14g paiiru?akire:
lso patiru?akiri:di?itfipttikamba:na: lsl (?ama:tri)?ikapke:
152 ?ama:tii?ikanke:di?i:ba ls3 ?id3e:narande: ls4 ?ika:nubanarao
whsc'zz4%igl lss ?ittundo: ls6 wanugadu?itturu

157 ?anupananusurasajo:ja:
kS.eeiE･nS2IZiSl lss ?ike:ja:di?umutuiSiga lsg ?ikan 16o ?ika:ja
161 ?itfibusanuja: 162 ?itfibusanunaran 163 ?itfibukunen
164 ×?id3iturafe:
reS･jkta9ss,.IikmaXM 16s ?itSurapad3i 166 ?ikandarapad3i 167 ?itfurapad3i

168 ?id3arapad3i 16g ?id3arapad3i 17o ×?amijenja: 171 Xpunte:
172 XMatije:ru 173 jamme:?arangaja: 174 ?ami:je:gisando:
175 takaSendi 176 ?uitandido:ja: 177 diud3isannina:tun
reEFdi.rtiigXSI ls6 ?itfigasu:ra?ikanga?aira ls7 tagaga?itJura lss nu:ga
189 taru:gaga 19e da:garani 191 ?itfige:ra lg2 timigaja:
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193 tagasu:ga lg4 sa:nukutu?anna: 195 PutSundidu?junna:
twptiSil$l 2o6 jitaN 2o7 ki:re: 2os ki:taN 209 ka:tianna
toUS')21Xlfl 241 nihe:je:bi:tan

12323s ?maNBftasptfiTrtJN!irblEgi
iǹ!it'Xth'XiESiStlfl 147 die:ku?ukire: 14s pe:ku?ukiramba,?ukurindo

14g diati:?akititurase: lso ?uraja?i:tikikanna: lsl ?ikanke:

152 ?ikaljke: 153 ?id3e:narando: ls4 ?ikambanaran,×?ikambanaransa:
whsu.drtgEik51 lss ?tkiN ls6 wanga?ikissa ls7 ?anudianajasurasassa:
kwt.wtIE･ntSilXSI lss ?ikibuhassa: lsg ?ikaN 16o ?ikanna
161 ?ikitahassa: 162 ?ikitahassa: 163 ?ikitakuneN 164 ×?id3iturase:

?kSg･JiSX9ec･fikmaiSglN 16s ?ikihanni 166 ?ikanhanni 167 ?iki:hanni:

168 ?id3e:sani 169 ?id3e:sani 17o ?ami:je:had3ijessa:
171 diuigisa:jessa: 172 Xmase:had3ijessa: 173 jamme:?arapgaja:
174 ?amindi?i:tando:ja: 17s sa:hajenrido:ja: 176 ?uitandido:ja:
177 diud3izannugutu?aiN
SeutIS.NikStER ls6 ?ikigasura?ikanga7ara ls7 sanga?ikira lss nu:ga
189 taljganaga 190 da:garani lgl ?itJika 192 timinna lg3 sangaJipga
194 titttakuneljtiga?ainna lgs thuinna
}!Ekptectan 2o6 ji:tassa: 2o7 turase: 2os turataN 2og kwa:tina

6USoiSZSI 241 nihe:
123352 ?tPiswRNeeeISafi;ijst!ieftN
Ei74t.nt!t .eeiiSiliiijl 147 ?ukire:to: 14s ?ukire: 14g ?akire: lso ?akire:ga:

151 ?ikunake: ls2 ?ikunake: ls3 ?i3e:naran ls4 ?ikanne:narao
whca.dvg%lif1 155 ?ikirusuru ls6 wa:ga?ikusa ls7 ?anup̀ananutsurahaJija:
kki･tm.ngijSXSI lss ?ikanna:ja:ri?umuto:o lsg ?ikan 16o ?ikaja:
161 ?ikibusakka: 162 ?ikibusanukuraharao 163 ?ikibusakune:p
164 ×?i3iturafibaja:

tfftij.tslf7",･fikmaik51 16s ?ikunsani 166 ?ikansani 167 xdensani

168 ?i3ansani 169 ?i3ansani 170 ?amidensani 171 thuigtsan
172 XmaJi?airuha3i 173 ammasaruha3ija: 174 ?ami:di
17s takahandija: 176 ?uitandija: 177 thu3isangutu?aip
kEIIal.Nua ls6 ?ikigasura?ikaljga?aira ls7 tapgaga?ikura lss nu:ga
189 taogaga 190 da:ga 191 ?itJigara lg2 Simukaja: lg3 tangasupga･
194 sa:nditSi?ainna: lgs thuindi:i
Ieet!4etcM 2o6 XturatSan 2o7 turate: 2os turattao 2og kwa:ttina:
toUiSOiliSl 241 nihe:do:
124149 ?41kpt)mpg"twfi7ZEig
Eir41r･#JL･$ilSiSliijl 147 ?ukire: 14s ?ukiraniga: 14g ?akitituraSe:to:
lsO pe:ku?akirani lsl ?ikaokijo: ls2 ?ikapke: 153 ?id3e:narando:

154 ?ikankine:naransa:
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dess.drtlgE*gSl lss ?ikirusu:ru ls6 waniga?ikun ls7 ?assamijo:,

?anupana:nukura:hafijo:
kE,i,I.tm.nSXM lss ?ika:di?umutussa: lsg ?ikansa: 16o ?ika:na
161 ?ikibuhassa: 162 ?ikibussa:sa:,?ikibuhanunaransa:
163 ?ikibukunensa: 164 ×?i3iturahangaja:
il#S･)tskf3S,･fikos2StEFI 16s ?ike:sa:ni 166 ?atinijanaransa:

167 ?ikurupad3ido: 16s ?id3arupad3i: 16g ?id3e:sa:ni

170 ×?amiganairawaka:ran 171 Xpuindo: 172 mafinugutu?aisa:
173 jamme:mutSigajerawakaransa: 174 ?amidi?i:tassa:
175 takahandisa: 176 ?uitandisa: 177 diud3isanninitfussa:
eeilal.iSili$glfl ls6 ?ikigasu:ra?ikapgaje:ra ls7 daruga?ikura lss nu:garu
189 darugaraga lgo da:nigara lgl ?itSigara lg2 fimutagaja:

193 darugasu:ga lg4 sanditSisimihainna: lgs kundina:
}fuptiSiJfi 206 ji:tassa: 207 ?iraSe: 2os ?irattap 2og ka:tJanna:

6US'f)tcM241nihe:do:,nihe:aja:itanlll .
124226 me4Ngft#tspt*!ttiPSTZN
fftr4t'nt±t 'llSiE$XEfi 147 ma:gagwa:?itSimadinimbapgutuhakuna:?ukire:

148 ma:gagwa:ha:ku?ukirani 14g ma:gagwa:jonna:,haSiru?akire:
lso haku?akirani lsl ?ikunakke: ls2 ?ikuna ls3 ?id3e:naran
154 ?ikambanaran
tasi'blma 155 ?ikirusu:ru ls6 wapga?ikuo ls7 ?anuhana:?anSikurasairu
kk･EbkE.itgivaifi lss ?ikibare:ru:tu?urnutuirg lsg ?ikando: 16o ?ikana
161 ?ikibusaip 162 ?ikibusanunaransa: 163 ?ikibuko:ne:n
164 ×?id3iturase:

?IEts')lilaf9"..tikmaiE51 16s ?ikurahad3i 166 ?ikanrahad3ido: 167 ?ikurahad3i

168 ?id3aruhad3ido: 16g ?id3aruhad3ido: 17o ?amiruje:rahad3i
171 diUigisa:je:sa: 172 maJigisa:je:sa: 173 jamme:je:gisa:
174 ?amiruje:gisa: 17s takasaindi:sa: 176 ?uitandi:sa:

177 diud3izaninitSo:sa: .

rwdi.ISZiiSStEII ls6 ?ikigasu:ra?ikangaira ls7 tarugaga?ikura lss nu:ga
189 tarugairaga lgO ma:garankai lgl 7itSigaira lg2 timugaja:
193 tarugasu:ga 194 Si:rusu:ru lgs ku:ndina:
EEpt;tijEifl 2o6 ji:tan 2o7 ji:raSe: 2os turatSan 2og kwa:ttanna:
blUS' )iSISI 241 nihe:,nihe:je:bi:tao

125059 ?4issqigERaSftas*!rt¥ftec
fu<t.XiE.Xig;iS2st 147 he:ku?ukiranre:,?ukuri:nro: 14s namap?ukiranna:,
naman?ukiranru?arui 14g he:kuhatiru?akire: lso he:ku?akiro:re:
151 ?ikapke: 152 ?ikuna ls3 n3e:naran ls4 ?ikanre:naran
whsu･dr@Xlgifl lss ?itfirusuru ls6 wa:ga?ittusa
157 ?anuhananutturasaSijo:
:Xbl･EbkiS･ngiSZ]ifil lss ?itJunri?umuto:n lsg ?ikap 16o ?ikaja:
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161 ?itSibusap 162 ?ittibusanuni3iraran 163 ?itSibusa:ne:rap
164 ×?i3iturasanna:

EPEEE･ili3X7S.･fikcailZSI 16s ?itJuraha3ire: 166 ?ikanha3iro: 167 ?itSi:sani

168 p3aruha3ire: 169 n3aruha3ire: 17o ?amirujaraha3iro:
171 diUigisao 172 Xmatijanre: 173 bjo:kijanre: 174 ?aminri?itan
175 takasanriro: 176 ?utanrinro: 177 thu3izanunkainitSo:ruja:
eeRdi.!meiffl ls6 ?itSigasara?ikanga?ara ls7 ta:ga?itJarata1 lss nu:jaga
189 ta:garaga 190 ma:garankai lgl me: 192 fimugaja: 193 ta:gasuga
194 sanritSe:naran lgs ttu:ruba:i
Iliijptllei!Ufi 2o6 ji:tan 2o7 ?i:rasanna: 2os ji:ratfan 2og kwiti:
asVS' )ikiEfil 241 nidie:jaibi:tan

125104 ?4gkgSINyemSJsi*mapaaspt
ditr41r･tilrkt .geilj$ZSI 147 he:ku?ukirijo: 14s he:ku?ukiraniga:

14g he:ku?akititurasuwa lso he:ku?akiraniga: lsl ?ikunajo:
152 n3e:narando: ls3 n3e:narando:ja: ls4 ?ikande:naran

asss'drma 155 ?ikuruSiru ls6 wa:garu?ikiru
157 ?anupa:nanusurahanuma:
kE.E,i･kbBg.tgilZSI lss ?ike:ja:di?umi:gwa lsg ?ikaN 16o ?ikaja:

161 ?itSibusaN 162 ?itribusanumunu:?umaranha: 163 ?itSibuSikune:N
164 Xo3iturasuwa
iEES')iSERS.fikeeiltSl 16s ?ikiraha3iro: 166 ?ikandaraha3iro:

167 ?ikiraha3iro: 16s n3araha3iro: 16g n3araha3iro:
170 te:ge:?amidujeruha3iro: ul puigisajesa: 172 mafijerugisa:
173 jamme:gisaN 174 ?a:midujendiha: 17s takandiha: 176 ?u:tandiha:
177 diu3isannugutoha:
eelldi.NEftiliSl ls6 ?ittigaSi:ra?ikanga?ara ls7 xta:gaga lss nu:je:ge:
189 ta:geraga 190 ma:gerake 191 ?itfige:ra lg2 Simigaja:
193 ta:gaSi:ge: 194 sandaranaina: lgs kundi:ji:
}eepteil2Sl 2o6 ji:taN 2o7 ?irasuwa 2os ?irattaN 2og kwi:tina:
6US')iltEl 241 nidie:do:?l
125127 ?rpme4Nfifi#tssi￡ffrr7si￡

ffi74)･¥th.rw 147 he:ku?ukiranni 14s he:ku?ukiranniZli
149 ?akite:ri: lso haSiri?akiranni lsl (ma:katti)?ikando:
152 ma:katti?ikando: ls3 ?id3e:narando: ls4 7ikiwaruna:ru
whsc'skil%Vil lss ?itiirusu:ru: ls6 wa:gadu?itfuru:
157 ?anuhananusura:su
k}i,H:,.en9E･n¥ilZSI lss ?ikiwadessa: lsg ?ikan 16o ?ikaja: 161 ?itfibusanu
162 ?itSibusanuhuSigarao 163 7ittibusakunnen 164 ×?id3iturasanna:
lfkEe･tikf9S.fikmailiM 16s ?itJurahad3essa: 166 ?ikannarahad3essa:

167 ?ittihanni: 16s ?id3arahad3essa: 16g ?id3arahad3essa:
170 Xte:ge:?amide:ruja: 171 thu:buttSagira:nu 172 mafenne:ru
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173 jamme:mutSine:ru 174 ?a:mi:denni 175 taka:ranni 176 ?u:tanni
177 diud3isanne:ru
eeIldi.!SZiftk7kSt ls6 ?itrigasu:ra?ikannaga:ra ls7 tarugaga?itfura

188 nu:jega 189 tarugaje:raga lgo ma:gaje:ranake lgl ?itsugaje:ra
192 juta:mi 193 tagasu:ga 194 sa:nunnittin anna: lgs ii:rusunninga
tlkptililin 2o6 ?i:ti 2o7 ?i:ra: 2os ?iratSao 2og kwi:tanna

foVSOiltgl 241 nihe:de:biru
126O68 ?tekag4/ StsijiEf"if!IEI2iiSkSIZEIT1TE

in<)';J!ilFIE'XISilVfi 147 ?je:?ukire: 14s ?ukirindi?itsin?ukiranba:i

149 ?akire: 15o ?je:?akirindi?issai lsl (mmankai)?ikuna
ls2 mmankai?ikunandi?issami ls3 ?nd3e:narap ls4 ?ikandare:narao
dede'axgS(Iimsl lss ?itSup ls6 wa:ga?itSusa ls7 ?anuhananutfurasajo:
kki.2EbE9S･itgiigEII lss ?ike:ja:ndi?umuto:N lsg ?ikaN 16o ?ikana
161 ?ttSibusassa: 162 ?itribusanunaraN 163 ?itfibuko:ne:N

164 ×?nd3iturafe:ja:ndi?umuto:N

ma･)Iik!7S,･fikmag2Sl 16s ?itjuje:sani 166 ?ikano:?arani 167 ?ittuno:?arani

16s
170
173
177

?nd3aruhad3i,×?nd3aruhad3ido: 16g ?nd3ano:?arani
?je:diN?amidujaje:sani 171 diuigisa:jaN 172 matijaigisa:
jadiduwuje:sani 174 ?amijantisa 17s takasantisa 176 ?utantisa
diud3isannuguto:N

SeiEFdi.!S2iiiEiliSl ls6 ?itSigasura?ikanga?ara ls7 ta:gaga?itfura lss nu:jaga

189 ta:ganaga 190 ma:gananakai 191 ?itSigana lg2 JutasagaJa:
193 ta:gasuga 194 saljkutunu?anna: 195 NR
lagpteiS21fi 2o6 ji:taN 2o7 kwire: 2os kwitaN 2og kwa:tti:

6V6' )iliSl 241 karbu:Sido:XE1,nidie:de:birutll2

126n6 ?tlgkig4/ rpgTeetKeegwrme
tfùti}･#al ･geiljiiStlfl 147 he:ku?ukitikwire: 14s he:ku?ukirani

14g ja:du?akitikwire: lso he:ku?akirani lsl ?ikando: ls2 7ikuna
153 ?nd3e:narap ls4 ?ikan?are:naralj
whsc'blllSgilZM lss ?itJun ls6 wa:ga?itfuljjo:

157 ?anuhananutturasanumuno:
kg･2EbRiS･ngiSiSl lss ?ikanaja:ndi?umu?issa: lsg ?ikap 16o ?ikana
161 ?ittibusan 162 ?itJibusanunaran 163 ?itribusa:nep
164 ×?nd3iturahi

IItEEI･jfikf7S..tXma211iEl 16s ?itrijasani 166 ?ikanduhad3iro: 167 ?itfijahani

168 ×?nd3itju:ni 16g ?nd3ittu:ni 17o ?amiru2ani ln diuigisa:so:n
172 mafijanne:so:e 173 jamme:diu:d3ijan 174 ?amijandindo:
175 takahanrindo: 176 ?utandindo: 177 diud3inujamanugute:sa:
reifdi･!SZESSVfi ls6 ?itfi:gadiura?ikaoga?ara ls7 Xta:gaga lss nu:2aga

189 ta:gara:ga 190 ma:nakatio lgl ?itSiga:ra lg2 jutasagaja:
193 ta:gadiunun?aga lg4 narantti?ami lgs ttundindo:21i
‑ 226 ‑

IagpttikSl 2o6
to v S･ )BiillEl

ji:tao 207 kwire: 2os kwiten 2og kwa:tJami
241 nihe:jaibin

126122 ?ww4i]IR#ISkIiijik*!t!!$IkN
fatft.¥Jlt･2Simeil 147 he:ku?ukire: 14s he:ku?ukirani
14g hafiru?akitituraSe: lso hatiru?akirani lsl (mmankai)?ikan
152 mmaBkai?ikan ls3 n3e:naran ls4 ?ikane:naran
deas'suma 155 ?itSUp 156 wa:ga?itsuo ls7 ?anuhananutsurasajo:

kZ･enst.nutEilZSI lss ?ike:ja:ndi?umuto:n lsg ×?nd3e:narapt}i
160 ?ikaja: 161 ?itfibusassa: 162 ?itSibusanutSa:nnaran

163 ?itfibufiko:ne:p 164 ×?n3ituraSe:

ma.tsta9",.fZkasiltEfi 16s ?itJe:sani 166 ?ikano:?arani 167 xjae:sani

168
171
174
177

?n3ano:?arani 169 ?n3ano:?arani 170 Xtta:tin?ami
euigisa:jassa: 172 maJijaigisa:jan 173 jamme:ne:raogaja:
?amidussa: 17s takasandussa: 176 wutandussa:
thu3isanunkainitto:ssa:

ralrldi.ttEEiSiSl ls6 ?itSigasura?ikanga?ara ls7 ta:gaga?itsura lss nu:jaga

189 ta:gara:ga 190 ma:garanakai lgl ?ittika: lg2 rimugaja:
193 ta:gajare:suga lg4 sandurukutunu?ami lgs ttu:ndina:
waptilgSl 2o6 ji:tap 2o7 ji:ra 2os ji:rattan 2og kwa:tti:tll

toUS')ilZ51 241 nihe:de:biru
126192 ?tp?kpt;4ftMasanklt!r:itan￡
di41;.;;{tlt.2esgEiEEfi 147 he:ku?ukiranna: 14s ?itfiN?ukirandu?ari:

149 ?akititurase: lso ?akirandu?ari: lsl ?ikuna ls2 ?itSirusuri:21!

153 nze:naraN ls4 ?tkane:naraN
desu.drlgeliSiEn lss ?itsundo: ls6 wa:ga?itsuN ls7 ?anuhananutsurasajo:
kk.ebEiS.ntSiltlfl lss ?ike:ja:ndi?umuto:N lsg ?ikaN 16o ?ikana
161 ?itsibusaN 162 ?itgibusanunaraN 163 ?itSibuSiko:ne:N

164 Xn3iturase:
IPEEij'Jfita9S,･fiknviltlill 16s ?itsuraha3iro: 166 ?ikanha3iro: 167 ?itsuraha3iro:

168
171
174
177

nzaraha3iro: 16g nzaraha3iro: 17o Xtsa:Sin?amidujaruja:
diuigisaN 172 maSijanne:so:N 173 jamme:gisassa:
?amidujandissa: 17s takasandissa: 176 wu:tandissa:
diu3isannuguto:ssa:

raiPdi.!ftEllilZ51 ls6 ?ittigasura?ikapga?ara ls7 ta:gaga?itsura lss nu:jaga

189 ta:gana 190 ma:ganankai 191 ?itSika lg2 Jimuni lg3 ta:gasuga
194 sanditfin?ami lgs tsu:ndirui
IeepteilgEII 2o6 ji:taN 2o7 kwire: 2os ji:ratsaN 2og kwa:tfi:

asUS')iSiSl 241 nihe:de:biru
127026 ?41kgRk?ffnti:Pikma

tatk･Xth･eema 147 he:ku7ukiro: 14s he:ku?uki:kwa:ni
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14g hafiru7akitiku:wa,?akiranna: lso hafiru?akiriokwe:wa
151 ?ikanro: 152 ?ikanro: ls3 ?nd3e:naranro: ls4 ?ikan?aro:naran
desc.blg51illEEI lss ?ikunte: ls6 wa:ga?ikusa ls7 ?anhananukirasajo:

ke･enes･ngiSglfl lss ?iko:ja:ndi?umuto:lj lsg ?ikan 16o ?ikaja:
161 ?ikibusasa: 162 ?ikibusanunaran 163 ?ikibuSiko:ne:ran

164 ×?nd3ikwirl

IPEkS.)ts{fiIS,.IXmaiiESI 16s ?ikuruhad3i 166 ?ikanhad3i 167 ?ikuruhad3i

168 ?nd3aruhad3i 16g ?nd3aruhad3i 17o ?amijaruhad3ija:
171 diugisa:jasa: 172 Xd3o:tu:jasa: 173 jamme:jaruhad3ijassa:
174 ×?aminaindi?i:sa: 17s takasandi?i:sa: 176 ?utandi:sa:
177 diud3isannugutasa:
firldi.!sclptiSZ51n ls6?iki:gasura?ikangarals7ta:gaga?ikuralssnu:jaga
189 ta:gaga 19o ma:ljkaika lgl ?itSika lg2 timugaja:
193 ta:gasuriga?uga lg4 sandi?i:rukutunu?ami lgs ku:ndi?i:nna:
ll;2jptgti}Eiifi 2o6 ?itao 2o7 kwiro: 2os turatSap 2og kwa:ti:

asU?IS‑ )7k]iE 241 niwe:jabi:n

127105 ?wwkMasanf2rciZAes
tSittk.¥LLlt.ma 147 to:?annaginineaha:,?ukiribja:ugana:ta:
14s ×?ukutSintSikammja:,ha:ku?ukiriba 14g to:diugana:ta:,
d3o:n jo:nna:?akiriba lso ×nu:gatte:?ittiN,?akira"ga?itta:ja
151 (?amatfa:)n3a:narando:ja: ls2 ?amatta:?ikapkittfitSiN trikane:
153 n3a:naraN ls4 ×?Skintfidammunno:

wasc'skl!5121tlfi lss ?ikisa: ls6 wa:ga?ikintsidaru

157 ?anupana:?antSiSurasamuno:
ka･enklg･ngiSZSI lss ?ikintti?umute:N lsg ?ikaN 16o ?ikaja
161 ?ikibusammja: 162 ?ikibutatigaja: 163 ?ikibuSa:na:N
164 Xnd3it'uraeiba
IPffISI･jliW/S,･IXeareill 16s ?ikja:eane: 166 ?ikaopariro:,?ikaopari

167 ?ikintSida:jaeane: 16s nd3anpariro: 16g nd3anpariro:
170
173
17s
177

×?amiPuiljPariro:t}l 171 puigisanu 172 Xd3o:to:janpariro:ja:
bjo:kija?arapgaaraja: 174 ×?amijamjaopariro:titii?i:taeiga
takaeanpu:3ijando:ja: 176 gutatttindo:ja:
diud3inujamane:ttu:o ja:

eeFdi.!SZ/iiSSZil$l ls6 ?ikigasura?ikangara ls7 ta:gaga?ikira lss nu:jaga

189 ta:gara 190 ma:garakai 191 ?itigara lg2 t'imigaja:,eimigaja:
193 ta:gaSummunjaga 194 earantittfiN?aija lgs tu:ttSindo:ja:
E!iptltptil 2o6 gitaea: 2o7 ge:t'iba 2os turatraea: 2og kitaija
toVEIS')21Xifil 241 nip̀e:daibiru

171871 all?tl}meeeJlliB3i1ts

Eli4b･¥th･Xsw 147 okinasai 148 okiro 14g akenasai lso akero
lsl ikurna ls2 ikuanatl! ls3 ittewanaranai ittewaikenai

'
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ls4 ikanakerebanaranai,ikankjanaraNst
whde'su4%IEjl lss ikua ls6 oregaikw,oregaikurnda ls7 anohanawakire:dana:,
uatsuakuaSi:

kig.tm･ngtcM lss iko:toomotteirui lsg ikanaital,ikurmai 16o iko:jo,
ikanaika 161 ikitaina: 162 ikitakmtetamaranai 163 ikitakvanai
164 ittemoraitai
ve.ew.e,･fiieetcM 16s ikuadaro: 166 ikanaidaro: 167 ikurnodaro:
168 lttadaro: 169 ittadaro: 170 amedaro: 171 thurriso:da 172 josaso:da
173 bjo:kiraSi: 174 amedaso:da 17s takaiso:da 176 itaso:da
177 diua3isannojo:da
eeRdi.NEEEEII ls6 ikurkaikanaika ls7 xdarekaikrukalll lss nanika
189 darekaga lgo dokokani lgl itsruka lg2 joinokana:
193 daregajaruikana: lg4 jaranaikotogaaruimonoka lgs kuaruandatte
teept:tiSggl 2o6 moratta 2o7 kuare 2os jatta 2og jattaka

MUS")$tliijl 241 arigato:
172535 a[moMXIZesastaSiN)k#tliltft*!r
ffi7etit.l!I:ll .iiiil;}fiIZiifl 147 ogirejo: 14s oginasaija: 14g agereja:

lso hajakuagereja: lsl (soQtSie)iguna ls2 igunajo:
153 iQtaradamedazo: ls4 iganakerebanannekara
taua'dr49eikJfi 15s igujo: ls6 watinaiQkara ls7 anohanazuibuNkire:dana:
ka･bliliB.%giiSiSl lss iko:toomoQteru lsg ikumai 16o igo: 161 ikite:na
162 lkitekutetamanne 163 ikitegune 164 iQtemoraitai
iPESS'tt!9S'fiiimaillJiE 16s Xikutoomou 166 iganetoomou 167 xikutoomou

168 XiQtatoomo:na 169 iQtatoomo:na: 17o kiQtoamedaro:na:
171 ×diurundene:gana: 172 Xindenaigatoomouna
173 guwaipawariNdene:ga: 174 Xamedana: 17s tagaiso:dana:
176 itaso:dana: 177 diu3isaNnojo:dana,thu3isaNmitaidaes
eema･EESS!Sl ls6 iQkaikanaiga ls7 Xdaregaigeruga lss nandai
189 darekaoa lgo doQkani lgl itsuka lg2 e:nogana:
193 darenajarumonka lg4 jaranaikotopaarumonka lgs kurundaQta
reilt51 2o6 moraQta 2o7 jareja 2os jaQta 2og jaQtanoga
6VS' )iSISI 241 arinato:gozaimasu
173928 attaig2IrmasltEl!lgEFHUffgza‑a,‑L,

ditrtft･tnft .ma 147 mo:3ikandakaraokinasai$l!
14s rno:kentSaNmuakaenikturujohajakurokinasai21!,

mo:3Zkandakara'okireokireZll 14g madooakenasai lso madooakenainoka,
hajakruakere lsl (sottsr)aburnaikaraikanho:nai:jo,ittaradamedajo=
152 sottsrittaradamedazo=,ikurna,ikuanadamedazo
ls3 ittaradame(damedame)Xl!,ittaradamedalll ls4 ikankjanarankarana:

tr
wtde.sk4S!IilZSI lss ikkaraXll ls6 oreoaiktundatl! ls7 kire:dana:,
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kire:nahanadana:tr,kire:dane:
kX'2EbftiE't¥iSZSI lss iko:toomotteruapana:,iko:toomotterurndana
15g ikaNwaul1,Xmo:jametajametaXli 16o iko:jo 161 ittemitaina'21
'162 ikitakuatetamaranai,ikitakuatetamaranna: 163 ikitakuanai

164 ittemoraitai
lfES･ts}2fldsW,･fikesXE 16s ×ikuikamofiraNzogl} 166 ikapkamofirannaJ,

ikankamotiraNzo= 167 ikwndenaikana:?iE 16s xittagamoJiranna'=,
XittagamoSiraNzoJ 169 ittalsamoSiranneJ,ittakamoriranneJ
170 XtabuiNamegamoSiranna=,XtasdikaniamekamoJiraNzo 171 diiuriso:t}i
172 Xi:rati:na,josaso:dana 173 guaaiwaruaso:danai,
guraiwaruaso:dazoarewa 174 ameteittertuzo'{?>,ameraSir,amedaso:daJ,
Xamedaso:dajo= 17s takaiso:rari:,takairaSi:$ll 176 itaso:da
177 thua3isannojo:da
vaEIIS.IftkSltEfi ls6 ma:ttottokapnaesasete,ikuakaikapka ls7 xdarekanaikuajo,

Xdarekaoaikimastujo,darenaikuaka lss nanda= lsg darekana
lgo dokokani,dokkani lgl itsuska lg2 e:nokana'J

193 XsonnakoSomo:tiraNzo,Xdaremorinaizo,XdaremojaraNze,
XdaremofiraNzo lg4 jaruikininattejarebajarerutsaig,
jaruakinarajareruandakarait#.$ll lgs kurruatteka
EiEpt!tilZ51 2o6 moratta 2o7 xgotSiso:Sitekture,xtanomuita1 2os jatta?El

209 jattaka
MVNS')iStEfil 241 gote:ne:nikonnaniokiotsuakattemorattemakotonisuamimase
nne,konnaniokiotsuikattemorauawakeniwaikimaseNtl! 1 ,
xsonnanikiotsrukattaratll2
174381 #trtaigtkiti#KitntwrJNMEtr
fSl7<t'#Glt･geilj5ik51 147 daresorehajaguoginasai

148 hajaguoginebadamedodo:{e,ogirest
149 daresoreku:kiwarikaramadoagerejatal,ageretw
150 hajaguagenebadamedado:{},×manomaootiterebadamedado:,agerest
151 (soQtSini)igebaabunaiiguna,abunaikaraiguna
152 abunaikaraigunaJo,soQtSlnllgunaJo 153 lgunaJo
154 iganebane:kara
desu'suma ls5 igudeatl!,igukarafa}li ls6 oreigugodoninaQtakara,
i:hanadana: anohanai:hanadana: kire:nahanadana:
riQpanahanadana:
kig.tm.nktSkSi lss iQtemirudea:,igutoomoQteru lsg iganena:
160 igube: 161 ikitedomona:,ikitena:pt 162 ikitena:,
ikitakutetamarane: 163 ikitagune: 164 iQtemoraitai

‑ ‑‑‑ ‑‑‑

?kS'JSgeS,.I7ima2SZSI 16s igundene:ga: 166 iganeNdene:ga,iganeNdene:bega

167 igundene:ga,igundenaiga 16s iQtandene:ga,iQtandene:begast
169 iQtandene:bega 17o hodoNdoamedene:bega
171 ×diuQtekuruNdene:bega,diuriso:dast‑lt 172 ×i:ndone:bega,isaso:da
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stL,josaso:dast#. 173 bjo:kiraSi:lt,bjo:kidene:ndabegast
174 ×amedene:ndabega,×amedenendabega,amedaso:dath‑lt,amedadojo:st
17s Xtagaindene:ga,tagaiso:da,takaiso:dasc‑ltt#i 176 Xidandene:bega
177 thU3isaNnojamadaenta
ieifdi.MiikSISI ls6 igugaiganega ls7 darenaiguga,dareiguga lss nanda,
nandabe‑F lsg darega lgo doQkani lgl idzuka lg2 indene:ga,
indenaiga#. Ig3 darejarumonka lg4 jaranedea:,jannedea:,
jannegodoarugast#. Igs kuruQtega:il;kiE
wapt?Stlfl 2o6 moraQtadea 2o7 keredea 2os keQtejaQta,keredejaQta
209 jaQtaga:
asLNS')iSVfi 241 do:modommo,do:moarinato:,takusaNmoraQtearinato:

174755 a[lilifve=‑wwEU
E}iiit.Xih.5ii3SStEl 147 mo:oginasaijo 14s mo:ogirundajo:,mo:oginasai

149 madoagede lso madoagenasai lsl (soQtSi)iQtaradamedajo
152 iguna,soQtfiiQtaradamedajo ls3 iQtaradamedajo
154 iganeganannainda
wtsc.sul!ggiS2ill lss igimasujotr ls6 wadatiigimasujo ls7 ja:kire:dane

kig.EbSE.ng2esl lss ikitaitoomoQteru lsg ikitakunai 16o igo:jotli
161 iQtemitaina: 162 iQtemitaina 163 ikitakunaina: 164 iQtemoraitai
iEgg.Imese.fiieailtlSt 16s ×igundenaidesuka 166 ikanaindenaidesuka,

ikanaidaro:as 167 igundene:daroka,igudaro: 16s iQtadaro:
169 iQtandaro: 17o Xamerati:na:,amedaro:st 171 diuriso:dana:
u2 Xindene:katll 173 bjo:kinojo:dane 174 ameraSi:na:
175 takaiso:dane 176 itaso:da y7 diu3isaNnojo:da
Eifdi.MRSiSl ls6 ikukalkanaika ls7 darenaikuka lss nandai
18g XdaredaresaN 19o doQkani lgl itsuka lg2 iinokane
193 jarumonokag 194 jarane:kotoarukast,kanarazujarusa
195 kuruQtekat
lgiEptlleiEEEI 2o6 moraQta 2o7 kure 2os jaQta 2og jaQtakai

toUS')iftSl 241 aripatosaN,arinato:fa
175604 ablblmeasti1liNRva
di4t･Milt.Xilj}iliM 147 hajaguogireja 14s hajoogire 14g madoaketeja

150 agenasai 151 (soQtti)ikundenai ls2 iQtaradame,soQtlieikuna,
soQtJieikundenai.E ls3 iQtaradamedajo ls4 ikankjanaranai
whsu'blecijSXEEI lss ikusa ls6 orenaikuzo,oreoaikunda

157 anohanakire:dana:tr
kk･tm･nYili51 lss iko:teomoQterundakedo
161 ikitaina: 162 ikttakutetamannaina:
164 iQtemoraitai
tEEI.nv7".･tiknviSiM 16s ikundenainoka: 166
167 tkundenainoka: 16s iQtandenainoka
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lsg ikanai 16o ikubeja:
163 ikitakunai
ikanaindenainoka
16g iQtandenainokai

170 gjoQtoSitaraamedenaigai{e,amedabe:{l>,tabuNamedenaibeka{l}>
171 diuriso:da 172 josaso:da 173 bjo:kirafi: 174 amedaQtejo:
175 takaindaQtena: 176 itaso:da 177 diu3isaNmitaidana:fi5Xli
eeFdi･!SZikil2Sl ls6 ikukaikanka ls7 dareoaikuka lss nandai lsg dareka
190 doQkani lgl itsuka lg2 i:nokana: lg3 darepajarumonka
lg4 sorejarusa,jaranaikotonailll lgs kuruQtega:
leeptttcM 206 rnoraQta 2o7 Xtanomu?ll 2os jaQta 2og XjaQtaka
asV6')iSIEfit 241 gote:ne:ni,aripato:gozaimasu,suimasendefita
177o72 kbeMl:SIS(#KIIIISoNtl?:ikg
tf}itff).ajilti!lih.ma 147 okinasai 14s okire 14g agenasai lso akerefaZlll,

agerolll2 lsl (sottrie)ikuna,iguna ls2 sottSieikuna
153 ittewadamedeJijo ls4 ikanakerebanaranai
Xsu'stqXWil lss iku ls6 orenaikundaXli,oreigust ls7 kire:dana:,

anohanakire:dana:

keq.2EtsiE･nYiill51 lss iko:toomotteiru lsg ikanai 16o ikubai,ikube:'Ek
161 ikitaina:,ikite:'EIi 162 ikitakutetamaranai 163 ikitagunai

164 ittemoraitai
?kS.ew.ta..tikmaasl 16s ikudaro: 166 ikanaidaro: 167 tkundaro:
168 ittadaro: 16g ittandenaika 17o tabuNamedaro: 171 diuriso:da
172 josaso:da 173 bjo:kira": 174 amedaso:da 17s takaiso:da
176 itaso:da 177 diu3isaNmitaida
Killdi･!scESSZ]fi ls6 ikukaikanaika ls7 xdarekaikuka lss nanika
18g darekapa lgo dokkani lgl itsuka lg2 joinokana,i:nokana:ilitli
lg3 darenajarumonoka,darejarumonokaiili{l> lg4 jaru{},

jaranaikotonaarumonoka lgs kurutteka
}eepteXM 206 moratta 207 kure 2os jatta 2og jattaka
MbS' )ilZSI 2" arinato:gozairnatita
177845 atmoMegikLNtw.BijEI]Ept.Sq

tS}i<b･Xik･XimeN 147 hajakuokinasaijo 14s hajaguogire
14g sokonomadoakete{}lll,sokonomadoaketetjo:daijo$ll,
sokonomadoaketetro:dainetal lso akerest,agere,hajaguagere
151 (soQtfi)igundenaijo,abunaikaraigundenaijo
152 soQtSieiQtaradamedajo,soQtJiigundenai ls3 ikundenaijo,
(abunaikara)ikundenaijo ls4 ikanakjanainda
desu.blgS(lptl 155 ikusa ls6 sorja:oreoaikusa ls7 ha:kire:dana:,kire:dane
anohanakire:dana:,kire:dane:Zll
"JitiJa

Z･eni2･ngiSilifii lss iko:toomou lsg ikumai,ikane:'EIi21 16o ikube:

161 ikitaina: 162 ikitakutetamarane: 163 ikitakune:
164 ±Qtemoraite:
va'jlik!7S,.GkasiS2Sl 16s ikube: 166 ikanaidaro:#.,ikane:be:?Gi 167 ikundabe

168 iQtabe: 16g iQtaNdaro:?iEl,iQtaNdabeXll2 17o tabuNamedabe
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'

171 ×diurundene:ga 172 Xindene:ga 173 bjo:kidene:ga 174 amedadojo:
17s takaidaQtena:,takaitojo: 176 itaQttu:hanaSida,itatojo:
177 diu3isaNmitaidaLl>,thu3isaNniniteruna:
fiRS.NdiiSilfi ls6 ikukaikaneka ls7 Xdarekaikuka lss nanda lsg dareka
190 doQkani 191 ttsuka lg2 i:noka lg3 darejaruka
194 jaranaikotoaruka lgs kuruQte:

]eeeal/ 2o6moraQta2o7kure2osXkureta211,kuretejaQta2ogjaQtaka
6bS')iltSl 241 do:modo:moaripato:,do:modo:mo,aripato:gozaimasu‑lt,

do:mosuimaseN
179454 g[12tifiigeen}giliirp,SkEIil]'4TH

ta<t'll:[lt.XilkiSIJfi 147 okirejo 14s xmadanetennoka,okire

149 madooakerejo lso akere,akerettaraakere lsl (sottlie(ikuana,
(sottJie)ikurnajotal ls2 sottrieikuana,ikurnattaraikurna ls3 itteikuana

Xll,ittaradameda ls4 Xittektururwa,ikanakja,ikanakjanaranaitr
whde.suqSeliltSl lss ikuasa ls6 oregaikrujo ls7 kire:dana

kwt'eeiS'nSiilZEfil lss ikutkatoomotterur,iko:toomotterua
15g ikuatsuamoriwanaina,ikanaitr 16o iganaika,igurbeja
161 jurkitaina: 162 jrukitakuatetamaranaina: 163 jurkitakuanaina:

164 ittemoraitaina
tkS')ieefi",'fikmaili51 16s igtudaro: 166 ikanaikamosiranna:,ikanaldaro:

167 ikuandenainoka,Xikuandana: 16s ittandenaika,ittandabent
16g ittandenaidaro:ka 17o XtabuiNamedana:tll 171 diuiriso:dana:2
172 ×indenaika,josaso:dana:Xll 173 bjo:kirafi:na: 174 amedaso:dana:
175 takaiso:dana: 176 itaso:dana: 177 thva3isannojo:dana:
eema.!sci,iEilZlfl. Is6oreikanaiwa,ikuakaikanaikals7daregaikurkalssnanika
18g dareka lgo dokkani lgl ltsuaka lg2 joinokana:
lg3 daregajartumonoka lg4 jaranaikotogaarmamonoka lgs kurruanokana:,
kurrvandattena: kuruandatteka:

'
leet!t4iSZ:Ifi 2o6 moratta,xmorattawa:
2o7 kuareja 2os jatta 2og jattaka

asVS‑)i*V;l 2" do:moarigato:gozaimasui,do:mogosso:sandegozaimasu:
179994 a[lltifptgePEg#ISgeNwrMwr
tfutilr'tcilt･i#ilj}ilZJfi 147 hajakuokitegohantabete

148 itsumademonetetesojaQtaragaQkookureru 14g madoakenasai
150 sonnagotoriteakenaikarao3i:t:aNakerujo
151 (soQtSi)iQtaradamedajo: ls2 soQtSiikundenaiS
153 iQtaradamedajo: ls4 XNiQtekurukara
deca.drq%ZSI 155 ikuzo: ls6 3ibanoaigukara ls7 anohanakire:dane
kk･kbftIE･tgiSiSl lss iQtekurukara lsg ikanaizo 16o iQtekonaiga,iko:jo
161 iQtekitaina: 162 ikitakutetamaranaias 163 ikitakunai 164 Xikube
ue.jlSpa"..fikPifiil251 16s ikun3anaikafa,ikudaro:g> 166 ikanain3anaikana:

167 ikun3anaikana: 16s XiQtagaiganaigana: 16g iQtandenaidefo:ka
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170 tabuNamedaro: 171 Xkuruzo: 172 Xi:kara 173 wari:ndenaika,
wari:n3anaika 174 Xameda: 17s takaiso:da 176 itaso:da
177 diU3isaNmitaida
eema.!Sima 186 ikukaikanaika ls7 darepaikuka lss nandaro:,nandane'
189 XdarekatiQterukai lgo doQkani lgl xdokkade,itsuka
192 i:nogana 193 darejarumonoka lg4 jaQtfauzo: lgs kurundaQte
EEptiltiSXEfi! 2o6 moraQta 2o7 kere 2os jaQta 2og jaQtaka

6US')21X5i! 241 arinato:
18O18O it?tlliiethlllasHl[IE]?EXwr

fu4t･#Ltk･geiestEfil 147 okinajo: 14s korahajakuaogire 14g akenasai

150 koraakere lsl (sottfi)ittaradamedajo ls2 ikuanatttinoninanda
153 ittaradamedajo ls4 Xittekwrurwa,ikapkjaikannoda
desu'skt!SIIiltSl lss ittekuaruawa: ls6 oreittekurrurwa,oreoaikurwa

157 N:Nkire:dana:tll
kZ･2EbRIE･itgilXliFl lss iko:toomotterui lsg ikaNzo 16o ikuibe:
161 ittekitaina: 162 ikitaiwa,ikitaina:,do:titemoittekturuazo}li

163 Xittateto:naiwa,ikitakwnaina: 164 Xdo:fitemotswreteikitaina,
×ittekuirerebai:pana:,ittemoraitaina:

?kij･ew.e..tikPiltaSglfl 16s ikzlldaro: 166 ikapkaJireNwa:,ikanaidaro:na:

167 ikurndenaikai 16s ittadaro:na: 16g ittandaro:sa 17o Xamedana:
171 diurriso:dazo 172 ×i:katirenna,×i:na:
173 suakofiokafiikaoirowaruaizo,nanikabjo:kidana: 174 amedato$ll,
Xamedituruate 17s takaiso:dana: 176 itaso:da 177 ditu3isannojo:da,
diw3isantosokkurridajokurnitorurzo
eeua･5ZftkESI ls6 ikeruakaikeljka ls7 daregaikka lss nanda lsg dareka
190 dokokanitli lgl maenimo,itsuaka lg2 ikattapkana:,i:nokana:

193 Xsonnakotodekiruimonka,Xsottarakotodekiruaka
lg4 kanarazurjattemiserzMzog,sonnabakanakotoarurka lgs kuirutno,
matakuiruinoka ja:komaruana

'

}agpttilZifi 2o6 ×itadaita,morattawaZ} 2o7 kurrenkailll1,kurreljkaXl!1,kurreja

tsi2 208 jattawa: 2og jattaJ,jattaka
MVSoiW;l 241 ja:szllmimaseNarigato:gozaimatita{},,
do:modo:moarigato:gozaimafita?Ell

180712 ill?himareastiPeeg
tflEr4}' scik' XilSil2Ifil 147 sa:mo:okirojo,okirest,okirejost

148 mo:gohandazookirojoXli,okirejont 14g madooakerojo
lso madooakeroll! lsl (sottJi)ikuina ls2 sottSieikuanaXll ls3 ittSadame
ls4 ikanakjanaranaitli
desu'ax4XElfl 155 ikurjo ls6 orenaikuajo,oredajotll ls7 anohanawakire:dana
:ek)wt.tm.itiE:'ifiSgEit lss iko:toomotterzlljo lsg ikuimai 16o ikuibejolli,
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i:ktubejotai 161 ikitaina:: 162 ikitakuatetamaranai,
ikitakuitetamannaifa 163 ikitakuanaiZll 164 ittemoraitai,
× ittemoraitaina:Z}l
?fflij･SVIsc･fikeaiSZM 16s ikurdaro:uli 166 ikanaidaro:tli 167 ikuandaro:Z}!

16s ittadaro:ne:tli,ittadaro:na:X}i 16g ittandaro:Z}!
17o tabuiNamedaro:na:t}l. 171 diusriso:da 172 josaso:datli
173 bjo:kiraSi:zo:tll 174 amedaso:da?ll 17s takaiso:datai 176 itaso:da

177 diur3isannojo:da
eeRdi.5ZiiSliSl ls6 ikuakaikanaika ls7 darenaikuaka lss nani' lsg tarekana,

darekanafa lgo dokokani lgl itsuaka lg2 i:kana',i:nokana'as
193 darenajaruimonka lg4 jannaikotonaaruamooka lgs kuaruatte,
kturuandatte
}eet!l;eik51 2o6 moratta 2o7 kurre 2os jattaXll 2og jattaka'

asbS" )ililifi! 241 do:moZll1,do:moosoreirimasuaZli2
183520 i[IRIifiiEEilesasIgSI}gHOrtelglSij

tfaeft.ajStrtgilt･ma 147 hajakruokinasai 14s itsvamadeneterurndatai1,
itstumademonetenaidehajakurokinasaiZll 1 ,hajakuaokiretll 2
14g sokonomadooakenasai,akeretl! lso hajakurakenasaiZll

151 (sott"')ikuana ls2 sotttiikuanatal ls3 ittewaikenaijo,
ittewaikenatzo21 ls4 ikanakerebanaranai,xikurzo'
dess.sktggtcEftI lss iktu ls6 oregaikuanda?El! ls7 ja:konohanawaurtsuakurSi:na:,

rutsrukvati:ne:
kk.EbkiE･ngikSl lss ju:ko:toomottetru: lsg juikanai,juikuimai{!>
160 ikimaSo:,iko:,ikrube{l> 161 ikitaina:,juakitaina:
162 ikitakuitetamaranai,juikitakuatetamaranai 163 ikitakuinai

164 ittemoraitai
va'iES/9..tikmaiSllfl 16s ikurdaro: 166 jurkanaidaro: 167 ikuadaro:,

juakurnodewanaika,×ikuandenaikatai 16s ittadaro:,

ittekitanodewanaika 16g ittanodewanaidaro:ka 17o tabuaNamedaro:,
Xamegaetururnodewanaika 171 diurriso:da 172 josaso:da,

×joinodewanaika 173 bjo:kirafi:,bjo:kidewanaidaro:ka
174 amedaso:da 17s takaiso:da,takaijo:da 176 itaso:da,itajo:da
177 thtll3isannojo:da,thw3isammitaida
fima･NEg2ESI ls6 ikuakaikanaika ls7 daregajuakuaka lss nanika,nandatli

lsg darekaga lgo dokkani{F,dokokani lgl itstuka lg2 joikana:,
joinokana: lg3 daregajaruimonoka lg4 jaranaikotogaaruimonoka
195 kurruandatte
}eeti!2ilZEit 2o6 moratta 2o7 kuire,xmorauajo 2os jattaal,xagetata! 2og jattaka

tr
zaVNS' )iSgSl.241 arigato:,ja:ja:so:jur:kotooJinaidekuadasat,

ja:jasulminaseN
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185185 gtiiifmaiIasMZI<E[rptirerg1me
fSi)<t. EIrelltt ･$iiil$lza 147 mo:okinasaijo 14s hajo:oki:jolll

14g sokonomadoakete'= lso do:Siteakenno:Xll1,hajo:akereut2
151 (sottSie)ikundenai‑ ls2 sottfiikuna ls3 ikundena'i.
154 ikapkjanaraN
wtsc'sk4S(ljlgEEI lss ikusa' ls6 sorja:oregaikusa2il ls7 a:kire:nahanadana:
kK･2ttIRiEi.eSilZSI lss iko:toomoijorutl!1,iko:tomotterutr2 lsg ikaNzo'tli
16o ikubeja: 161 ikitaina: 162 ikito:tetamaraNlll 163 ikito:naelll

164 ittemoraitai
ififtij'twec'fikmaiESI 16s ikubena: 166 ikambe: 167 ikundenaika
16s Xittabekalll,ittadaro:{?>,ittabena: 16g ittandenaikaZll
17o amedenaikata1 171 thuriso:naVll 172 josaso:datll,e:jo:da
173 bjo:kidenaikaZli 174 amedatojo: 17s takaiso:da#.,takaindatojo:
{Iipll! 176 itandatojo: 177 diu3isaNmitaida
RiEfldi･iSZiigrefi ls6 ikukaikapka21i ls7 daregaikuka lss naNzo:'211 lsg dareka

190 dokkani lgl itsuka lg2 e:nkana: lg3 daregajarja:
194 jarenkotoaruka: lgs kurundatteka:‑
EEpt!tiltEn 2o6 merotatai 2o7 kure:,kureja:Ill 2os jatta 2og jattaka'

zabS' )iltlfl 241 arigato:gozaimasu'
186554 #[1tareE:I)EggllSgStilil]7J(Bg

intf).IM･Siime$l 147 hajakuaokinasaiX}l 14s hajakuaokirotai 14g akeroXl!

lso akenakerjadamedajo lsl (sottfie)iktuna ls2 ikutna ls3 Xikenai21
154 ikanakerebanaranai,ikanaibanaranaist,ikanakerjanaranai
whsu'su4gEIilZJfi lss ikur ls6 orenaikuanda ls7 konohanawatutsurkurSi:

sJE g･tm.ntSXM lss iko:toomotterw lsg ikurmai,iktumookast 16o iko:jo
161 ikitaina 162 ikitakuatetamaranai 163 ikitaktunai 164 ittemoraitai

",E'

?kgg.ewk.tikthljliSl 16s ikuadaro: 166 ikanaidaro: 167 ikurdaro:

168 Xittadaro:ka,ittadaro:lll 16g ittadaro: 17o tabuiNamedaro:
171 thuriso:da 172 josaso:da 173 bjo:kiraSi: 174 amedaso:da
175 takaiso:da 176 itaso:da 177 fua3rsannojo:da
fiIFS･5ZESESI ls6 ikuakaikanaika ls7 dareljaiktuka lss xdokodegirottakag,
nanika lsg darekaoa lgo dokokani lgl itsuaka lg2 joinokana
193 darenajaruimonoka lg4 jaranaikotoaruamonoka lgs kuirurndatto=,
kuirwndatte=
waptiftSl 206 moratta 2o7 kuire 2os jatta 2og jattaka
asUS' }iliSl 241 arinato:gozaimasua

186821 a[tamaIIzzassuIIzaIqTEtfik
tSit4).tXtLh.IeresISI 147 korehajakuaokinasai 14s hajakurokinakjadamedajo,
koreokinasailll,oljirejoas 14g hajagurmadoakenasaijo
lso korahajakurakere lsl (sottsi)ittaraabtunaikaraikuandenaijoZli

152 settSaikebadamedaabu:nekkara,namboittemowakanne:noka
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ls3 ikebaaburnalkara(iguanajo),(abuanegara)iguana231

154 ikanekjanannede,ikanekjanannedeja,ittekonebanede,
ittekonebanedeja ittekonainendadeja
'
twsc'skt!SeilZiil ls5 iguiigur$l! ls6 ja:oreikwdeja,kondaoreikr"do
157 ijakorewamatazzui:buiNkirentahanadana:
kki･eniE･ngiveIfi lss ittekuiruigana,ittekz"rurgatoomotterui 159 igane:zotr,
igane:dejatll 16o iguabeiguabe,ittekturuabeja 161 ikitaina' ittemitaina
'
162 ikitakurtedomoko:monanne:deja 163 ikitakuanai,ikitakurne:na

164 ittemoraenebegatl
ikig･JISIf9S,･tikPifiiSZSI 16s ikurndene:begaXll 166 ikenendene:begaZll

167 iguandene:bega21E 16s ittekitandene:begana:tr 16g ittandene:begatll
17o Xgjottolitaraameninaruandene:bekana:tli
171 ×￠uittekutru:kamotireneta!,×diuttteku:rurkamowakannetal

172 e:jo:dazotll,i:jo:da21,×indene:bekatll
173 bjo:kikanaokaarvandene:bekatal 174 amerafi:zo21i

17s Xtakaindene:beka,takaiso:rasi:zo,takaijo:dazo,
take:jo:nadiur:dazo 176 itaso:da,itarasi:zo
177 diua3isantojoguaniterrudejata!
EifS.NEiSIVit ls6 ikuakaikaneka ls7 dareikuaka lss nandajatvsore,‑v
lsg Xdarekawakatteruagitotruandene:beka lgo dokkani lgl idzruka
192 e:ndabeka lg3 Xsottaramonojarurgitsuajo:ne:,

Xdarejartuwakene:ndeneka,darejaruamonka lg4 nantakantajaruzo
nantakantajattfimaruzo lgs kuarurtteka

'

]eepteillSl 2o6 moratta 2o7 kereja 2os kedejattatal 2og jattaga

asUS' }ivaIl 241 ija:taihennamonotakuisaNmorattearigato:gozaimasus
192005 a[lilifiigetsmet Tliiietlpt!El]rt;eJltsiII

fitSit.nt!t ･iSik$iJ 147 mo:okinasai 14s okire' 14g madooakenasai
lso madooakere: lsl (sottSZe)ikuana ls2 tttaradamedaZll ls3 ikurna,

ittaradameda ls4 ikanakerebanaranai
desc.skqSeili51 lss ikua ls6 oreoaikuanda ls7 anohanawae:na:,

anohanawakire:dana:
kki.kbi9E･ngSSgEIt lss iko:toomotteirus lsg ikanaital, 16o iguibeja'

161 ikitaina' 162 ikitakuatetamaranai 163 ikitakurnai
164 ittemoraitai
ma')Bk!9",.tikmaill51 16s ikwndewanaika,×ikuindewanaikana:
166 ikanaidaro: 167 ikurndaro: 16s ittadaro: 16g ittadaro:
17o tabuiNamedaro: 171 ￠uirrso:dalll 172 e:jo:da

173 dokokapawarurindenaikaltli,bjo:kira": 174 amedaso:da
17s takaiso:da y6 itaso:da 177 diru3isannojo:da
eema･!scESEJil ls6 iguakaikanaikawa ls7 darepaikuaka lss nanda lsg darekapa
190 dokokani lgl itsuaka lg2 i:nokana: lg3 dareljajarurmonokag
lg4 sorewazegijarw,jattejarua,kanarazurjarurzo lgs kuaruandattena,
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kuaruattena
tlijptl2iESI 2o6 moratta 2o7 kurreja21E 2os kuaretalll 2og jattaka

iSVS')XM 241 aripato: ariljato:gozaimatitagottso:sandelitaZll
'

194262 dt?fiEiemlptEJFfipt
it<l;'igntt 'iiljIikSl 147 mo:gakko:nozikaNjoil;1?Ell,zikandesutjoZll,zikandazoXl

148 madaokinainoka'mo:3ikandazo',okireff 14g madoakereg
150 madaaljenainolsa 151 (sottri')itsuana ls2 sottsi:iktuna

153 iigebadamedatli,Xnamboittemowakanne:jatsuadana$
154 ikanakjanaranai,iganakjanaranaikara
desc.bll!fiiveifi ls5 igursana:Zli,itsuailspt‑ ls6 oreSttoriilsuag

157 o::kire:dana',kire:dane･$
kS･2etIftiS.ngiS2]ifi lss iko:toomottertll lsg ikanai 16o iguibe

161 ikitaitoomoua,ikitaina: 162 ikitakrutetamaranai 163 ikitakuinai

164 ittemoraitai
?iftgg･tslf?S,･fikmaiklfi 16s ilstudaro:ne 166 iganaidaro: 167 ilsuanodaro:,

ilsuandenaikana: 16s ittekitandenaika' 16g ittekitandenaika
17o tabu:Namedenaika 171 ×diuittekiso:dane 172 josaso:da
173 karadaguiaiwaruaindenaika 174 amedaso:da 17s takaiso:da
176 itandaso:da 177 thurlisaNnojo:da
ewS･!ftEEiiZ!Il ls6 ikurkaikanaika ls7 daregaikuakaikanaika lss nanda
lsg darekaga lgo dokokani lgl itsdika lg2 i:nokana:
193 daregajarurmonka lg4 NR lgs kuaruatteka
t!i2gptleiStSl 2o6 moratta 2o7 kere 2es jatta 2og jattaka

MUS' )ilZISI 241 do:moarigato:gozaimasuitll
206807 ?4irwil,gilf#IS2Nas)NtPifiIJII

ftk'#ut 'XiljS21tlfi 147 ukida: 14s ukida: 14g jaduakiru lso jaduakida:
151 itsrna 152 itsl'na 153 iki:janaran ls4 ikadaka:naraman

desu.axma 155 ikSr ls6 agadiikrgumata ls7 kanupananukagifa:rukutu
kX･gthftIE･nSiSZM lss ikati:ume:buL lsg ikaman 16o ika:
161 iklbusrsa:na: 162 iklbuslsanaran 163 ikZbusl'sane:n
164 ×ikifiwa:t

ue.)KS9",･fikPiastSl 16s ikrpazX 166 ikan jaran 167 ikl'aran 16s ikltadara:

169 ikltadara: 17o Xamija: 171 Xffati:buL 172 d3o:fagtra:t
173 jami:butgajay 174 amiti:gimunu 17s takata:Lgajav 176 butaLtti:
177 fud3isannn:Ja:t
EiEIIdi.iSZIni$Zifi" ls6itslgajaraikangajarals7ta:gagaitszgajaralssnu:ga
189 taugara:ga 19o ndagara:n lgl itsrgara: lg2 d3aubunge:ra:L

193 ta:garuttfi: 194 Sunti:nukutunuarattSi:ba lgs kZ:zlttt:na:
EiEptsiiliSl 2o6 juitaL 2o7 ffiru 2os ffi: 2og fa:s!tamZli

bVS'c}ijSgSl 241 srdigapu:
,
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207220 ?ma41TNglLLLII"SesmaEOt#SBN
fu<b'X! Lltt .XifiZSI 147 thurjattiugiwariju: 14s xugiranunsujakunumunu:,

ugiranna: 14g thurjattidadu,agiturabahai lso daduagiranna:
151 Xwannaju: 152 hina: ls3 hi:janaranundu ls4 hidunarunsuja
desc.st4geiE51 lss hirup ls6 anaduhiru ls7 anuhanapairukisansuja
kees.2en2iE.nSilZlfi lss hirundirukangaiburu lsg hiranulj 16o hiruje:
161 hibusansuja 162 hibusanunaranu 163 hibusaminup

164 Xhi:turabahai
?kij･)Bsi7S.tikasrwfi 16s hi:aranunkaja 166 hiranuhadidu 167 hi:aranunkaja

168 hitansa 169 hitansa 17o Xtaigaiamidudiuijaaranukaja
171 diuidukindagiansuja 172 matSaruniki:buru
173 kanutujadamiduwarunibunsuja21! 174 Xamidiurundidundudu

175 Xtagaduaru 176 butantu:na 177 ￠ud3izankidunniburu
kifS.iSZgSkM ls6 hirukahiranunkarn ls7 taoajahirunni lss nuja lsg taplja
190 mmjaaruban 191 ittSi lg2 sarunkaja lg3 tannairuljai
194 iranunditarundunai lgs kundi
IespttilgSt 2o6 XturaSan 2o7 tural 2os turatao 2og hamitana
6V6' )ilZifl 241 diugarassa

207469 ?41kgRITkggLLnttsvaISE[r:zagX
di741r'?7ivststh.XS}iE51 147 paisaukiri 14s ndeukunu:ga,paisaukunna:

149 jaduahire: lso ndeadiunuga,XjaduahiridjanJZkanna: lsl idiunajo:
ls2 umattiihina:dja:nndeiikanuga: ls3 ihina: ls4 ihabadunarusa:
taas.ax4SeiStlfl lss ihidusu: ls6 banduidiu ls7 unupananukaisa:

kX･gthS}･nSEIil$l lss ithundiumibu: lsg ihandiumibu: 16o ihajo:
161 ihissarussa: 162 ihissanaransa: 163 ihissamja:n
164 Xihito:ritai
va.)tsk!9sc.fikeailiSl 16s ithuhazu 166 ihanhazura: 167 idiuhazujo:

16s ihidahazujo: 16g ihidahazujo: 17o xamidiu:hazujo:
171 thuigohadarusa: 172 XmaSijaruhazujo: 173 jamiruhazu
w4 Xamidueuigoharusa: 17s takaru:deSikarusa: 176 budandisa:
177 diU3isanttinisarusa:
nv1di.NkEniiSiSl ls6 idiun ju:ihan ju: ls7 ta:duithujo: lss nu:ga lsg takka:

190 zankana: lgl itsuka lg2 misankaja: lg3 tahansanhazu
194 sabadunarusa: lgs kjukkaja:
}gEptlkilZSI 2o6 moraida: 2o7 diire: 2os dii:da: 2og tha:Sanna:

bUS')iltifi 241 n!:haiju:

2O7625 ?tpmeqatuifi¥JIISP
fiì;t' !XLltt ･eeiiSiSiilifi[ 147 thukiri 14s diukunu 14g hakirja: lso hakiri

151 Pannajo: 152 kuzza:panna:jo:di,anisrkafibaNpasso:kumaheku:
153 Pannajo: 154 parandara:narannu
deas･su4gEilgSl lss parittusu ls6 ba:duparr ls7 ha:anupananukaiSa:tl!
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kg.tm.ntg71ZM lss paranbariduumuiru lsg parundara:demmo:runu
160 Parara 161 pattso:so:ra: 162 parZplsanukrnkrnnaranu
163 parZpZsa:ne:nu:,pattsa:ne:nu: 164 ×o:riho:ranu,×paridiunu}li
?kGl･ew.e,.fikasik]fi 16s pattussrsaaranu 166 paranpazl' 167 parZra

168 Xiklurenda 16g ikrurenda 17o attsa:a:miralll 171 xa:minudiondo:

172 Xmassrra: 173 jamiduutto: 174 Xa:mindu￠o:to:,a:mito:

17s takasarujo:su?El 176 diutato: 177 diud3isanniduuru

eeFdi.5Zma ls6 parup ju:paranuju: ls7 ta:duparuJu: lss no:rJa
‑‑
lsg taringasa:mandu lgo dumakana: lgl itslka lg2 miSapgaja:
193 ta:duta: lg4 tirarlnkuto:ne:nu lgs kZ:de:
}eeptlleljSiSl 2o6 i:da 2o7 hi:ri 2os hi:da 2og tha:tita{},hi:da{l>

toV8S')X]ill 241 o:bina:ts1'ttuntabo:rari,maidanni:haiju:

207696 ?ma4agntIvag

ditr"i:r･#<.Llt･Xii3:iSZM 147 ukirja 14s ukiri 14g akemi:ri lso akiri lsl hanna

'

ikuna ls2 ikuna,hanna ls3 ikanudo:,ikuka:naranudo:
ls4 harana:kanaranu,ikana:kanaranu
igas'suma 155 ikuo,haruost ls6 ba:duharu,ba:duiku
ls7 kanuhananukaira:so:,kanupananukaWa:st
e.2EbiliS.nt$iEifi lss ikabadujarudeumuiru,harabadujarudeumuiru
:f:sJ'"

159 haranu 160 ika 161 harudiusaso:ra 162 harudiusanunaranu
163 haruthusa:ne:nu 164 ×o:rihjo:ranu
iEEig.iacFS,･fikmaiEEfi 16s ikuhazudo: 166 ikanhazudo: 167 haruhazudo:,

ikuhazudo: 16s ike:ruhazudo: 16g ike:ruhazudo:
170 tabuo a:mijaruhazudo:,Xa:mido:st 171 dio:ngaSaruaru
172 dzo:to:jarungaSa:ru 173 jammaidumutsrurunga
174 Xamigajarungafa:ru 17s takaSa:rugaSa:ru 176 udaso:nu
177 thud3isan ja:sidunija:du
eeRdi.NiEilZi;l ls6 ikan ju:ikanuju: ls7 ta:duharuju: lss no:rja
189 ta:jungasa lgO dzumangasanga lgl itslka lg2 mifankaja:
193 ta:dusu:kaja: lg4 saokutunuankaja: lgs ki:ngaSa:ru
pttcptsLililiE 2o6 i:da 2o7 hi:rja 2os hi:da 2og tha:suda
il6VNS' )iE]ifit 241 ni:haiju:

207698 ?ma4EteflitlPgR
ffb4}･;T!!Fth･eeiillkSl 147 ukiri 14s ukiri 14g akiri lso akiri lsl panna

152 Parukade:zr ls3 pannajo:,paruka:de:zldo:,paruka:de:zl'jassonga:

154 ×parabadujarunkita:ri,parana:ka:naranusa:

desc'ax4Slrefi 155 parl'N ls6 paru ls7 kanupananukaihe:so:na:
kS･enig･niEJgilllfi lss paranba:diduumuiru lsg paranudiduumuiru 16o para
161 parl'kSlsa:ru 162 parlkrsa:ndumunuomo:runu 163 pattaha:ne:nu

164 Xo:riho:ri
ma'nvl",.{ikeailafi 165 parunaranu: 166 paranuaranu:,o:runaranu:
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167 Paro:aranu 168 paridaaranu 16g paridaaranu 17o amiaranu:
171 thuinkita:ru 172 mita:okiSa:ru 173 jamiduurunkita:rjanna:
y4 amidujarunkita:run 17s takahadutfo: 176 uttatSo:
177 th3isanta:na:duni:du

eema.Nem ls6 parup ju:paranuju: ls7 ta:duparuju: lss no:
189 taningasa:ndu lgo zlmangasa:nga 191 itsudu lg2 mitankaja:
193 ta:duga: 194 jadinha:badujaru lgs thukuntJo:ta!
]Skptectilg51 2o6 xhi:da 2o7 hiri 2os gi:da 2og dia:sutatli

toUSOrefi 241 puko:rahaju
208516 ?wwITSjiELLnttsvalgwrPSfi
ff}ì!i}･;IM.iasiBiifl 147 ukiri: 14s ukiri: 14g jaduakiri

150 akiridibaakunu: lsl panna: ls2 parja: ls3 pattira:naranu
154 paranadiranaranu
dede.axngeeel lss ikidusu: ls6 banduparu: ls7 unupananukaijaruna:
kk.gthftiE･nSEElf1 lss parundiduumiru lsg paranu 16o parana:
161 Pattaharuna: 162 pattahanunaranu 163 parapisane:nu

164 Xparihiranu
?kgl.ewS.MFiEIiSilfl 16s parunsa: 166 paranunsa: 167 parusa: 16s ikitansa:
169 ikitansa: 170 Xamina: 171 diuingisaduaru 172 d3o:to:jarungiSaru

173 jamiduniduru 174 Xamiduthuingisaru 17s takahaogiJaru
176 buttarudi: 177 ￠u3isanniduni:buru
reifS･MISIiiSl ls6 ikun ju:ikan ju: ls7 ta:duikujo: lss nu:gaja:
189 tangasa lgO takahadu lgl tsumangasana: lg2 miJangaja:
193 ta:nduta: lg4 sundidira:situsu: lgs ku:di:
}eeptl:eilii;l 2o6 ittaru 2o7 dii:ri 2os dii:daru 2og diasuta:n

6VS')Wfi 241 mi:haiju:
2086o3 ?4gkgijklTNgiLLntKltrEwr7va:l
di41r.Xilt.XXSIZ51 147 haisaeuiri 14s haisathuiri 14g haisajadujahaire:

lso haisahaunu: lsl hanna ls2 ha:ttara:d3e:d3ido:ra:
153 ikannudo:ra: ls4 haranatta:naranutJotta:

desc'suma 155 harun 156 ba:duharu ls7 kunuhananukaisasura:
kZ.tm.n$21ZSI lss haruntiumuidura: lsg haranu 16o harajo:
161 harita:sura: 162 harita:nunaranu 163 harita:ne:nu
164 Xharipire:
]ee!.tsl!7",･fikmaiSiM 16s Xharundo:rja: 166 haranudo:rja: 167 ha:do:rja:

168 Xhattado:re: 16g hattado:re: 17o Xamido:re: 171 diuppjo:nsaru
172 mifo:saru 173 jamidurujennuaru 174 Xamidujarjo:nsaru
175 ta:so:sattudura: 176 uttattu 177 diu3isannujo:idura:
Eifdi.NiiSSZM ls6 harundu:haranudu: ls7 ta:duhatti:ja lss no:rija:
189 tarude:ngara lgo ma:dengarapa lgl itJidengara lg2 mitaokaja:
lg3 ta:duSi:dija: lg4 sunbadumiSada:ig lgs subutu:
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EfupttcM 206 ?i:daru 2o7 pi:re: 2os pittara: 2og dia:ritada:
foVtS')iltlfi 241 mi:haiju:ta!

208660 ?igme41Tkl#LLnt5itrtgwr:n¥U
ff}itti}･airkt ･geiigikifi 147 pa:kudiukiri 14s pa:kudiukunu

.
14g jado:hakiha3itu:hai lso jaduhakunu lsl pannaJo:ra
ls2 pannatfibakuramiparuwa:raparannariba: ls3 parukaraikanundo:
154 Parana:kanaranun

whsu'drngmeit 155 Parun 156 ba:duparun ls7 unupananuhaija:jara
kg･2EbRii･nYiasl lss paraba:ttiumuiburu lsg paranun 16o parannu
.
161 ParuPisarura: 162 paruPisanumunoumourunu 163 paruplsana:nun

164 Xwa:rannu
lfES･nv9S･fikeailZlfi 16s parupazido: 166 paranpazido: 167 parra:ure

168 Parehe:pazido: 16g pare:raure 17o Xnu:basin aminududiu:raure
171 XVvi:kiso:duaru 172 Xhaminku:rara 173 jamidaardiure$
174 amitudo:ra 17s takaha:duaruttu 176 burutaratu
177 diud3isanninduni:ru
zeifdi.NESSiSl ls6 parunnuparannu ls7 ta:duparuja:ra lss nu:ja lsg ta:nna
190 ma:rana: lgl itsidattaja:ri lg2 misapkaja:ra lg3 ta:dusirira
194 su:nkutunuarumundaru lgs diukuttu:wu=
IeeptliiiSiiSl 2o6 i:re 2o7 vi:ri 2os vi:ta 2og va:sitan=

SVNg')ivafi 241 puko:rasa:tabo:rarui21E
2ogs6o l4ctva41TkgELLntKraEwr4e2mema
6itriit･nt!!t .Xma 147 fiku:ugiru 14s Sikudariugiru,gangaNugiru
149 jadutSaagirujo: 150 atsajaagunaisitajo: 151 ngunajo:
152 ngunateba 153 ngutjaranarandura: ls4 nganatfaranaranu
tssc'drq%t$i 155 nguN 156 bandungo: ls7 kunupana:?je:keJa:haba:
:;kk･en9S･ittEt2SZSI lss ngutamuibirjaro: lsg nganu 16o nga:ge

161 nglbuhansa: 162 ngibuhanunaranu 163 ngibohenu 164 Xorade:
}fEEI.tsge",.tXeai!gEftl 16s ×o:rupatsura: 166 o:ranupatsura: 167 xo:rura:

168 Xoretara: 169 oretara: 170 ju:sanatsa:amira: ln fl:giSararo:
172 zo:tu:jarigiSa:raro: 173 bjo:kirujarukaja: 174 NR 175 NR 176 NR

177 NR
eeFS.NESft]fi ls6 nguntapkuntaN ls7 tandungurdara lss nu:jarukaja:
189 tandara 190 zandara lgl itsuka lg2 miJapkaja:
193 tandu?je:rukutu lg4 sanatfanariba lgs ku:kaja:
ESptlltilXfii 2o6 XtaborarataN 2o7 hiru 2os hataN 2og hahe:tana:
26V}IS')iiltlll 241 ni:pa:ju:
214152 ?Ii?kigPiliSIZMilitlPS*EIi

th<t'scLLE'XiiSrel 147 pe:pe:ukiru 14s ukiru 14g jatu:akif1:ru
lso jatu:akiruti:a:ripamaikl'slkanne: lsl iktna ls2 ikltu:
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153 ikja:naran ls4 ikataka:naran
whsu'skgSES2M 15s ikataka:naran ls6 akaikati ls7 kanupana:kitrikipana,

kanupana:kaki:kakinupana
ka.#bEl･ngiSliEII lss ikatiumuii': lsg ikate:n 16o ikati 161 ik}'pussa

162 iklpuslkaripanaran 163 ikl'pussane:n 164 Xikifi:ru
IEES.)liW/",･fikeailElfi 16s ikttusrpakr 166 ikanpaki 167 ikZsa:aran

168 ikrsuta:lpakr 16g ikZsuta:1'pakr 17o ame:aran ln Xffati:u:l'
172 Xtaukinaril': 173 jamitu:lraaranpe:m 174 amisauna
175 takataisauna 176 utaZsauna 177 fu3isann:Situussa:
eema･NliSl51 ls6 ikXnkaikanka ls7 Xta:katu lss naujare:
189 taukara:katu lgo ntakara:ntu lgl itsrkara:tu lg2 taupunnaaran
193 ta:katuaSititJe: lg4 aJiraimununuaratiSte: lgs kSl'sina:
ileepteiSgSl 2o6 murautar 2o7 fi:ru 2os fi:tar 2og fi:tusttaina:
6UtS' )51tSl 241 srtikapu:
215017 ?os4El!ii#ISgeRsustt!t¥f4i±tig
tfi7iit.#LLlt.ieslj5iSiiEfi 147 islga:tiukirumadja: 14s isrga:tiukingaju:

149 jaduakunma:ru lso jaduakiruju: lsl pirunajo: ls2 pirunati:
153 ittSa:narando: ls4 ikadaha:naranniba
'
desu.bl4SErefiI lss ifugaidusl' ls6 a:dupju:gumata ls7 kanupananukagimunu:
kk.tm･ngSltlfi lss ikatti:umuzXbr lsg ifummu 16o ikadi 161 ikaba:nja
162 itsrbussanunaran 163 igrbussani:n 164 Xikadahanaran
IPesl.)iee9",･fikma2Sl51 16s ifudusi'paz! 166 ikanpazr 167 prrupazr

168
171
174
177

przl'ta:pazr 16g przlta:pazr 17o Xamidugaramaissa:in
fuz!gu:ka: 172 Xzo:ha: 173 jamnuduarno:ham
Xaminudufuz!ttju 17s ta:daika:tjo 176 buta:tjo
fud3isandun:ka:nja

eema.!ft/iiSllM ls6 ikadiruikanma:rugara ls7 ta:pl'rugara lss no:
189 tauga:raadu lgO nzaarandu lgl itsl'ga:radu lg2 dzo:bunnuga:i
193 ta:as!ga lg4 asZdaha:nal'mu lgs fukadibja:n
]eept;t7Elfi 2o6 izlta: 2o7 firu 2os turasrta: 2og fi:tanmo

asVS')2SZSI 241 dainnamunu,srdigapu:
215121 ?ms/lil!IZRilitlltFg
taii)･Xih･Xill}il251 147 ukirura 14s ukirura 14g akiti:ru lso akirura

151 ikunajo: 152 !kuna ls3 iklsrdudamido: ls4 ikadika:naran
dede'drny%ZSI 155 ikZsai ls6 bagaduikrgumuta ls7 kanupananukagisa

kZ･kbYE･ngilZSI lss ikattiunuidu,ikattiduunuidu lsg tka3a:n
160 Xma:tsrkizr: 161 iklbussa 162 ikrbussanunaran
163 ikrbussanja:n 164 xikrfi:rug
va'tsl!9ec.tikmaiSiill 16s ikizrssaaranbja:ja: 166 ikanpazr

167 ikrsaaranbja:ja:tal 16s iklbustta;par 16g ikju:ta:parja:
170 amiPa}'ja: 171 Xfurattiduu: 172 Xzo:karZaran 173 jamidu:pal
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174 amitsa: 17s taka:taka:ttsa: 176 utazl'tsa: 177 fud3isandun:ka;
zelglS.NliliiSZJ$1 ls6 ikadigaraikad3a:ngara ls7 to:ga:ikadigara lss no:jarja:

189 to:gara:gadu lgo nzagara:ndu lgl itsrgara:du
192 junumunubja:ja: lg3 to:gassu:ttfa: lg4 su:dikanarang
195 kl'tina:
tagtZtift51 2o6 muro:tal 2o7 fi:ru 2os fi:ta; 2og fi:nrs}'ta;'

6US')ilg51 241 tandiga:tandi
215151 ?wwglli#ISTtsEUrtlietith
tftrtft･l!IXkt ･XilSiilZJill 147 pja:pja:tiukiru 14s pja:pja:ukiru 14g jado:akiru

150 jado:akiru lsl (umankai)iklna ls2 ik!na ls3 ikrsrkja:narando:

154 ikanakjanaran
dede'suma 155 ikadaka: ls6 bagaduikl'mata ls7 agakanupananukagisa
kN･2EbYE･nSiE]$l lss ikatti:umuiui lsg ikadja:n 16o ika
161 ikaba:jassa: 162 ikZbussadufo:jatSummanja:n 163 ikrbussanja:n

164 Xikifudja:n

va･iiW9S.･fikFma 16s ikrdussaaran 166 ikanpazrja: 167 Xjaz'izaaran
168 ikiduuk!saaran 16g ikiduukXsaaran 17o amipattfa 171 XfurattiuZ
172 Xzo:karja: 173 jamiduurja: 174 amittta 17s takakalttJa
176 Utattfa 177 fud3isandun:kar
eema.iSZIiEljIXEfi ls6 ikadigajaraikadja:ngajara ls7 ta:gaikadigara
188 no:jarja: 189 to:garagadu lgo nzagara:du lgl itsigaro:

192 d3o:bungajara lg3 ta:gasudi lg4 sunti:nukutja:nja:n
195 fukumata
lgEptlitiltlill 2o6 muro:ta 2o7 firu 2os fi:tar 2og fi:ruXl

asLNS')iitEII 241 tandiga:tandi
260890 ithiMlrvXas!;IgEtffl]rSigeq1

ditgt.Xift･XiiBXSI 147 hajaguogire 14s hajaguogireg 14g agedekere
150 hajaguagere 151 (soQttie)iguna 152 soQttlelguna 153
‑‑ ‑lguna,
iQtemodameda ls4 iganakerebanaranai
dess'bl4Xk51 15s igu ls6 orenaigunda ls7 i:hanadeaQtana,i:hanadana:
kki･tm･RtE:HilZliijl lss ×igugotoninaQtade: lsg igane:ss 16o igube:{}
161 ikitena: 162 ikitena: 163 ikitagune:{i5,ikitegune:!i5
164 iQtemoraite:
ma'JISbl9S,･tikas21tlfl 16s igube: 166 iganena: 167 iguNdabe 16s iQtekitabena:

169 iQtandene:gana 17o amedabe 171 Xamekurundene:gana:,
×amekurudo 172 i:intado: 173 bjo:kirati:ff,ninso:wart:na:
174 amedadojo: 17s tage:dojo: 176 idadojo:g 177 ￠u3isaNmite:dana:
eefldi･!SZESkfi ls6 igugaiganega ls7 darenaiguga lss nandaba lsg darega
!90 dogogani 191 izuga lg2 igana lg3 darejarundaba

194 nantakantajarudo:g lgs kurundagaja
wapt21tEfi 2o6 XmoraQtekitado: 2o7 kerek 2os jaQta 2og jaQtaga
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6VS‑)th 241

arinato

270162 g[l?iifmetujEIIemSAgeer2EkSA

ffi74)･;&;tht ･XiikSilifil 147 hajaguoginasaifa,ogireas 14s oginasai,ogireit

149 agedekure 150 hajaguagere lsl (soQtli)iguna ls2 soQtfiiguna
153 iguna 154 iganebananne
dess'sk491iSISI lss igu ls6 orenaigunda ls7 a:utsukuSi:hanadana:d>,

kire:dahanadana:l,anohanakire:dana:
kE,fy[.eeiE.nSXM lss igugatoomoQteru lsg iganeja 16o igo:ja,igubel!>
161 ikitaina: 162 ikitakutetamaraNfa 163 ikitagune:L!>
164 iQtemoraitai
re.reEAS,.fiknviSZSI 16s igudaro: 166 ikanaidaro:tai 167 ikundene:ga

168 iQtadaro: 169 iQtandenaika 17o XtabuNamedawa,amedaro:S
171 ×thurundenaiga 172 Xjokaro: 173 doQkaguwaiwari:211,
doQkawaruide:tl! 174 amedaso:da 17s takaiso:da 176 itaso:datll
177 diu3isannojo:da
zeIEIIS･iscREilZ51 ls6 ikukaikanka ls7 darenaiguga lss nanika lsg darekapa
190 doQka 191 itsuka lg2 i:nokana: lg3 darenajaruka lg4 jarusa
195 kuruQtega:
}g2ecpte71ilfi 2o6 moraQta,XmoraQtaja 2o7 kureja 2os jaQta 2og jaQtaka

6US')?klifiI241arioato:gozaimasutr1,arinato:tl!2 '
272025 g[1taieeut,iliilttSZesHl]r7itEO'

di7tftr.'nf'V' .IIGizzgSl 147 hajaguokire 14s korahajaguogiro,korahajaguogirel

14g madoagedekure lso koramadoagereg lsl (sottSini)ikuna
ls2 koresott"eikuna,sotttiniikunatli ls3 ittewadamedajo
154 iganebanarane:
dede.sklgeliltlfl lss igu,juku ls6 oreljajukul,orenaikunda:iie;I; ls7 kire:da,

anohanazumbukire:dana:
kX.kbSE.n$ilYil lss igutoomotteiru lsg igane21 16o jugubeti,igubesi
161 ikitaina: 162 jukitakutetamaranai 163 jukitagunai
164 ittemoraitai
nc.ewS.dikFi5ili!fiI 16s igun3anaigaZll 166 ikanaidaro:,osoragu
167 igudaro: 168 ittaro: 169 ittadaro: 17o amedaro:t}i 171 euriso:dalt

172 i:jo:da 173 bjo:kientadaiS,bjo:k1raii:Ll>,guwaiwarin3anaigafa
174 amedaentadagiEilf,amedattejuttedado: 17s tagaidojo: 176 idado:
177 diu3isaNniniteru,diuzusaNmitaida
ceiiRdi･MgkSi51 ls6 jukukajukanaika ls7 darejukuka lss nani lsg tarekasa
lgO dokokani lgl izudaga lg2 joinogana lg3 darenajarumonka,
darejarumonka lg4 orewakanarazujaru lgs kurunogaXll
}!l21pt!e7kSl 2o6 moratta 2o7 kureja 2os jatta 2og jattaga

6USv)7SZSI 241 do:moarioato:gozaimatita,ja:ja:do:modo:mo
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272267 atlifilmeSNas1;fiEE[rtPJzlifil]'

ifli41;.XLLlt･XiafiM 147 okrre 14s ogl're 14g akere lso agere lsl egulna

152 e9utna 153 ggebadamedajo ls4 gganebadameda
wtsu'sk4%2M 155 egdisa 156 oreegthsa ls7 anohanaklre'dana"
kEtHy,･2enEIE･itzaHEtcM lss egdibedomottertu lsg egane' 16o egdibe'Si'

161 ekttena' 162 gkttakditetamarane' 163 ekltegdine'

164 Xètekerebae'
iEEig'iecf9skt･tiknviSiSl 16s egdibe 166 eganebe' 167 ggtu"dabe 16s ettabemona'

16g gtta"dabe 17o kl'ttoamgdabena' 171 ethrcajo:da 172 e'e"tana'
173 bjo'kZmltaedana' 174 amedadojo 17s tage'dojo 176 edadojo
177 diutd3'L'sa"mZtaeda

maIS･iSlma ls6 egdigagganega ls7 daregaegdiga lss na"da lsg daregaga
190 dogonlga lgl ltsdika lg2 1'nogana' lg3 darejarthmonoga
194 jaranebana"nebe lgs kdirthdojo
teepteilXiEl 2o6 moratta 2o7 kere 2os jatta 2og kedaga

6v"' )iE51 241 arrgato'

273406 a[1?fi}msSNasal2au/ U?E
fSI7di}･Xik.gmeX]ifi1 147 ogire!?> 14s ogireja 14g agere lso agerouli

151 igunajo,(sottfi)igunajo{liS, ls2 sotttaigebadamedado
ls3 ittewadamedajo ls4 xittekuru3alll
desc'ax49EiEISI lss igu ls6 orenaittekurukarana:
157 oija:mezuraSi:hanadana:
iEXwt･enii}･R¥iStliSl lss itemidekurudeatli lsg igane3a 16o igubejo,
igubesujo 161 ikite:na: 162 ikitekutetamaranaina:
163 ikitegune:na: 164 ittemoraite:
tee.Iee!?S,.fikca212ifl 16s igundene:ga 166 iganendene:ga 167 igundene:ga

168 Xittana: 169 ittanodaro' 17o Xamedade: 171 Xamekurudo:,
diuriso:da 172 josaso:dade: 173 bjo:kirafi: 174 amedaentade:
175 tagaiitade: 176 idaetade:,idadoie: 177 diuzusaNniniteruna:,
￠uzusaNnojo:dana:

eema･!ftliEillSl ls6 igugaiganega ls7 daregaiguga lss nanda lsg darekakarega
190 dogoniga lgl izudaga lg2 i:nogana,i:noga lg3 darejaruba:

194 jaranaigodoaruga lgs kurudoe:
}agt12iftSl 2o6 morattade: 2o7 kenega: 2os jatade: 2og jataga:
asU?IS=)iSifiI 241 domoo:kinio:kini,ja:ja:arinato:gozaimaSitatll
274386 iesi,b,tyi4‑ICat#KftmaEif)kcEieJkmatlPMT

ffi74t･tcilt･gEiiSilgfi 147 korakorahajagdiogrnega

14s konodogrna"danederdinoga:ja:jadoogl'ro}li
149 sorasogonomadoagenaga lso ko"nojaromaNdaagenenogakonogdidztugdi
dzthstune"deja:jadoagenaga lsl eQtenaranedo,egebadamedana:fH9Ejkff

152 eQtenaranedo ls3 egebawagane:na: ls4 eganebana"ne

‑ 246 ‑

deue.drSgereIl lss egthsa ls6 wa:egdiNdast ls7 kZreNdahanadana:
kl･ebii}.e$iStEl lss egdibe:domoQtera lsg eganeas 16o egdibe 161 ekrtena:
162 ekrtakditeekltakuttedo:Jirmonane 163 ekrtagthne 164 eQtemoraQte
reS.Ikfi".･fikmaljIgEfiI 16s egdibemona: 166 eganagabemona: 167 egutbemona:

168 eQtabemona: 16g eQtagoQta 17o amedabemona 171 ×dithrulbemona:ilut,
ththrcajoNtaki#il 172 Xegabemona:IIf,e:joNta]k 173 jamemoterth"denegana

174 Xamedabemona,amedajoNtaZI( 17s tagedzdimona:,tagejoNtaS(
176 edadzdid3a 177 dididzthsaNml'Nta

eema･NEStEZ ls6 egtugaeganega ls7 da:egdiNdagasc lss naNda lsg daega
190 dogoJirgast lgl edzthdaNdagaut lg2 eNdabegana:
193 da:jardimoNdaQteas lg4 naNtakatajanebananegabemona
195 kdirthQtena,kcaQtenast
}eeptltXM 206 moraQta 2o7 kero 2os jaQtabl,kedaiS 2og kedana,kedagatll
asVS' )XSI 241 o:krjli"Etf,do:moo:krJir'itf,do:modo:mo9
275110 abltifigeFAiirtI3*BltHl]T*esU

in4).tltrk.geslj:ESI 147 hajaguogire,okitaraigabesa 14s hajaguogire

149 madoagedekere lso saQsatomadoagere lsl (soQtti)igunag
152 soQtJiiguna 153 iQtarawaganedo ls4 iganebananne:
vaas.dr4Sglfi lss igunikimaQterube,igu ls6 orenaigu ls7 a:kire:dana:,

konohanazumbukire:dana:
kig.eniE.ngiSiEfi[ lss igutsumorida lsg iganejo 16o igubejo
161 ikitekedomona: 162 ikitegutedomokomonane 163 ikitagune:
164 iQtemoraite:
iEkiS.ewE.IikmaiESI 16s igundene:ga 166 iganebe: 167 igundabe:
168 iQtandene:ga 169 iQtandene:ga 17o amedene:gana,amedabena:fa

171 XamediuQtekurundene:ga 172 Xindene:ga n3 bjo:kidenendabegana
174 Xamedene:gana 17s tagaientadana: 176 ideaQtandadoja:
177 diu"3isaNnidaenta:jamada,diu3isaNmitaidana:
nvl‑.NESStSl ls6 igugaiganega ls7 darepaiguga lss nanda lsg darega
190 dogoniga 191 XdoQkade lg2 indabegana: lg3 darejarumondaba
194,jarugodoaruga lgs kurundaQte
tRpteceiS2Efi 2o6 moraQta 2o7 kenega,kere 2os keda 2og jaQtaga

toVS')iltl$l 241 mezurafi:monosumanagaQtana:,o:kinio:kiniili$
275456 ?l#:e4Fa[llilSnewr)E#IJkcskEl:ilptwr

iS}i<t.#th.eeiErefi 147 hajagthoglsae" 14s gaQkosaogdierdisthtehajagdiogZro

149 meNkodasthtesogonoma"doagedekesaeNjo
lso saQkrtano"danoJil'hajagthagero lsl (soQtsdinohosa)egasastunajo
152 soQtsdisaegtunad3a ls3 egasasthnajo,egebawagane

154 eganebana"ned3a
desc.drgStlll lss egdiegth,egthQtebana ls6 wa:egdiNdaQteba

ls7 eja:annohanakrreNdana,eja:a"nohananaNbokrreNdaba
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kig.2EbEiS･itSXM lss egtubjadoometera lsg eganedog 16o egdibestuegulbesdi,

egdibjaegdibja 161 ekttena: 162 ekl'taktuteekl'taktute, ,
ekrtakditeekrtakrktenaned3aR9EEIi 163 ekl'tagutne 164 etemoraete
}#IS･IacflS,･fikmailgll 16s xegthdoomo:il; 166 eganegoQta 167 egulnodagoQta
168 eQtagoQta 16g eQtanodagoQta 17o teNljedabaamedagoQta{eXll,

teNnedabaamedabjoNilf 171 diutrdijoNta,diinrdijota 172 e:jota,e:joNta
173 bjo:kldajota,jametodajota'ES,jamemodzdimi'Nta'Ek 174 amedadzul
17s tagedzulhanasutda 176 Xedadztuo:Nilitli,edadzdi 177 diuldzdisaNmXtaeda
Xff,thdidzdisaNmZtajota
eema.!SZRSIZSI ls6 egthNdagaeganeNdaga ls7 da:egutNdaga lss naNde lsg daega,
daegakaegaS lgo doQkasa lgl edzdidaga lg2 egabegana: lg3 da:jarthdzdi
194 janedzdigotoartumoNdadzdi lgs kdirdi"datenai2f,ktarditena
]II2pt51tilgEfil 2o6 morata 2o7 kerod3a 2os keda 2og kedaga

asV}:S'piSllSl 241 jado:modo:mo

276166 Xi5eRM2S!Sew=‑fienstV<StlPst¥ew2R
6b4}･Xth.XZfiZlfi 147 ogrrodjakora,ogirodja
14s ogrrotekonokorjaogrne"dageogl'rodja 14g korakogoagedekerodja
150 ageroQtemoagenedageagenega: 151 egdina 152 egtanaQtaraegdinaQte:

153 Xegebamaneha"deegdinaQteee,egebamane ls4 eganebana"neha"de
desu'sungeiSXSI 155 egtujo,egthdeba ls6 wa:egdiane ls7 anohanakrre"dana:
:lkees.2EbftiE･nktiSViSl lss egdidomoQtera lsg eganed3a 16o egdibesdi

161 ekttena: 162 ekltakthteekrtaktutedo:monaned3a 163 ekZtagdine
164 Xetemoradibje,xetektureja:il.I;
reE!･tsX/sh.ffkFifi$2Jfi 16s Xege 166 eganena: 167 egdiadabe 16s etadabe
169 etabene 17o tabdiNamedabe ln ×didirthd3a,×ththrdiada,diturdieNta

giiJEili 172 e:Ntag,ede 173 jametarasutili 174 arnedaterad3a
17s tagedzdihanasutde,tagedzeig$,tagetsdid3a 176 edado
177 dididzthsaNmrNta
ftIEFS･!SZma ls6 egdigaeganega ls7 da:egdiadagasa lss naNde lsg da:ga
190 dogoprga lgl edzinga lg2 e:gabene lg3 da:jarutdo,da:ja:do,
da:jardimoNdado lg4 janegotoardimoNdana lgs kthrutQtena
IeepteiltEfil 2o6 morata 2o7 kero 2os keda 2og kedage

asVS')iltESI 241 arrnadogodzaemasdita
276481 :fijiS;IIil‑FgtntISJ[lPE!IHI]7)k81JI[pEg!IPNes2I<

ft4b･tcilt･geiafikSl 147 korekored3ikaNdad3ikaNdaoglro
14s koraogironaNJilnandaoglnedertu"daXll 14g atsulkditedamedagara
lso aso:gaso:gaageneNdabae:e:dzdittaagerdigaraetl!,
kZkoederthgakrkoedenenogadoNdamoNdaagerthgaagenegag lsl egdina
152 egdina ls3 egebadamedadzo:,egebawaganneiifEili ls4 eganebanarane,

eganebanaNne
desu.blgiklil lss egdidoomoQterdijo ls6 oreoaegdiNdaXli1,wa:egdi,wa:egdid3a
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?Eli2 ls7 eja:ki're:dahanadana:
kZ･tm･#iEH21ZJSI lss egdibedoomoQterdi lsg eganekrplnaQteeda,
eganekl'Jl!naQteertu 16o egdibjag 161 ektte:na:
162 do:sthtemoekZte:na: 163 ekZtagthne 164 eQtemoraQtena:
illlgk.tsEfiS,.fiknvilgiEl 16s xegtugamosdirene 166 eganegamosthrenena:

167 Xegdinodagamosdirbne 16s XeQtagamosulrene 16g eQtanodabjoN
170 kl'QtoamedagoQta 171 ×didirdigamosdirenedo:,thulrtujoNtast
172 e:joNta 173 dogogawarrso:dana:Itwli 174 amedadzdi 17s tagedztud3a
176 edeaQtado,edaQtadzdid3a 177 ditudzdisaNmrta,dith"dzthsaNmrtajamada,
thth"dzdisaNnojoNtajamada,didi"dzdisaNnojoNta,ditu"dzthsaNnojo:da

klr/S.NEma ls6 egtugaeganega ls7 da:egdiga lss naNda lsg daega
190 dogogaJir,dogoplgaS lgl edzdiga lg2 e:nogana:,eNdabegana:st,
ebegana:es lg3 Xdamojaned3ag lg4 janegotoartumoNkag lgs kutrdiQte
waptiS2Sl 206 moraQta 2o7 kero 2os jaQta,keda 2og kahedaga
asLNSv)iff51 241 do:moarl'nato:godzaemascata

276513 7$X/4Nt#tsSR"eNwwny2N:PNrp
fi741r･#th･scma 147 hajagtuogrro 14s edzthmadenede"nodehajagutog!nede
14g maNdoagedekerodja lso naNboSabeQtaraageNnodje lsl egthna
152 egebadamedado ls3 egebadameda ls4 Xeganebananagdinatasdite
deas.skngEil21$ii lss egdibedomotera ls6 wa:egdi ls7 ja:krreNdahanadana:,

ja:anohanatamanedakrreNdana:fa
kk.eteiS･ngiS251 lss egthbjadomotera lsg egane 16o abedja
161 ekitedomoteratate 162 ekZtakditeekrtakuttenaNnetate
163 XsdisWmanedja:,egdinosdisthmane,ekrtagdine 164 XeQtekerebae:tate
1ts,etemoteftliikff

va.)iSR!9".･fikFiSiSiSl 16s egthgoQta: 166 egane:teheQteraZll,eganegoQtass

167 egthNdenebega 16s XeQtekrtaNdagado:daNdaga
16g etekltanodaNdagaeganenodaNdaga 17o XklQtoamedadja:
171 ×thuttekdirdijoNta 172 e:joNtado 173 warlgdinebega,jametodabe;9SiS
174 amedatsthdje 17s tagedzdidje 176 edatadzutdje 177 dith"tsinsaNml'ntaas

fima.NiSIZSI ls6 egdiNdagaeganeNdaga ls7 daegaegthNdaga lss naNdae
18g daega lgo dogonega lgl edzthdaga lg2 egabeganaas lg3 da:ja:node
lg4 naNtakatajardibe:na21,janegodoarthmoNdagast lgs kdi:tega
}esptleiRSI 2o6 morata 2o7 keredja:,kerodja: 2os keda 2og kahedagaZl!,kedaga
asVS')iStEfiI 241 do:mode:moarloato:sama
277197 fffiSR/4atvaiPen*gtilj1)￠;ereililieIPftte

fitk.tntt ･ma 147 hajagcaogrro 14s mandaogl'ne"dana
14g ma"dokoagedekero lso ma"doagenaga lsl egdina ls2 egutnatara
153 egebamaene ls4 eganebamaene
Xue.sulgEiSiSl 15s egutd3a ls6 waegdiadane ls7 anohanamlgododana
jlg)Z.kbliig･Rg7SZSt lss egtuki'naQteeda lsg egane 16o egdibZsdi 161 eki'tena:
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162 ek1taththtedo:monane 163 ×teljl'datl!,×eganetll,ekZtagdine{}st

164 eQtemoraete
?EkS.ew.e,･tikea2SiSl 16s egdibjoNIII,xegasarthbjoNtll 166 eganebjoN,

167 egul"dabjoN 16s eQtabjoN 16g eQtabjoNse 17o osoragtuamedabjoN
171 ×dithQtekdiruleNta 172 ejeNta 173 bjo:krdeNta 174 amedaQtere
175 tagedzdihanasdida 176 edeatado 177 didi"tsdisaNpl'Jildera
kifdi.iftftklZSI ls6 egasarutgaegasanega,egthgaegasanegatal,egdigaeganegaS

187 da:egtuga lss na"daba lsg darega lgo dogogapl' lgl edzdiga
192 egabegana lg3 da:jarutdztubja lg4 jarditehebakanara"dzdidegasuttl!,
jane"deogaerdimo"danaas lgs kdirditenatl!,kdirindzdinaZll
teepttilZSI 2o6 morata 2o7 kero 2os kedal}l,jaQta 2og kedaga
36VS"pi!IEn 241 arZga"dogosdi,omejamoNdana:ili
277275 ;Pljji,J,itSF4M2#fisuSvaNE[llfXfi1 MtiEfikva

ti7ttk.trkt .iNli$tSl 147 oglnegana 14s maNdaogrneNdanahajagdiogrro
14g ma"doagedekerod3a lso ma"dohajagdiagenegana: lsl jdigthnata!,egdina

as 152 egutna 153 egebamaene ls4 eganebamaene
deue'st4%gESI 155 egut ls6 wa:egthNda ls7 anohanakXreNdana:,

annohanaklreNdadana:fi
:lkg･kbkiE･itgiSZSI lss egutdomoteeda lsg eganeas 16o abanagana
161 ekZtena: 162 ekltebatena 163 ekl'tagtuneas 164 eQtemoraetest
tffIS.nvlec.IikmaireSl 16s egth"denega: 166 eganene,eganejadane 167 egth"dabe
168 etadenega 16g etadabesa:as 17o osoragdiamedabe 171 thdirtueNta
172 e:Nta 173 warZNdenega 174 amedatse 17s tagedze 176 edatadze
177 didi"dzdisaNdaeNta
eema･!SEffl}ilgSl ls6 egulgasaeganegasa ls7 da:egtugasa lss naNdado lsg daga

190 dogonl'ga lgl edzutdagast lg2 e:begana lg3 da:ja:moNde
194 janegotoarthmoNdanass lgs kdirdiQtenast
teeptt21251 2o6 morata 2o7 kero 2os keda 2og kedaga

il6US')EItSl 241 ja:domodomo
277312 grwhN‑Fi[IIISeeer2F<[fEt)<S!vaew2f<ll;!JIIE2f<

ditr4).#th.2erB}refi 147 hajagdioglse 14s koraogiro 14g ma"doagedekesae
lsO korarna"doagero lsl egasana ls2 egebadameee,egdina

153 egebawagane:jo ls4 eganebaneat
dede'sugeiilll$l lss egdijo ls6 orepaegdijo,wamoegditl1,wamoeguljont2

157 a:kireNdahanadana:,anohanakireNdana:{}
kE,H,..tm.e¥71ZSI lss egdibedoomoQteerdi,egutbedoomoQtera lsg egane
160 eginbja 161 ekite:na: 162 ekite:d3a 163 Xegane,Xeganed3a
164 eQtemoraetena:
va'likf7S,.tikmailtSl 16s egulNdene:ga 166 eganeNdene:ga 167 egdinodabe

168 eQtanodabe 16g eQtanodabe 17o kl'Qtoamedabe 171 diturdijoNta
172 e:joNta 173 bjo:kidajoNtajo,warZjoNtana 174 amedadzut:
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175 tagedzth 176 edetadzdid3a u7 thcadztusaNjoNta
fima.!scf#SZSI ls6 egerutgaegenega ls7 daegdiga lss naNda lsg daega
lgo doQkarii,dogopiga,do:gaJii lgl edzdidaga lg2 e:nogana:,

e:noNdabegana lg3 da:ja:be,×janed3a lg4 jarthd3a{}>,jane"deeraerutna,
jane"deerarerthna lgs kdirthnodaga
Ieeptlt7ESI 2o6 moraQta 2o7 kenega 2os jaQta 2og jaQtaga,kedagash
6VS')reSl 241 ejado:mokjo:tdiktudesdi
277521 eljeR!Rtit#KasecEgr:i5Iime
de<b.#Jlt.geSSiliSl 147 hajagdiogtnasae 14s hajagcaogi'ro
14g ma"dooagedektadasae#.$l!,ma"doagenasae lso ma"doagero
151 (soQtsi' rlX)egtana ls2 soQtslJlregtunadeba ls3 egtunadeba

154 eganebamanedebana
whss'stma 155 egtug 156 wa:egthd3a ls7 anohananokZre:"dagoto
j:lkwt.2etntit.ngiSiM lss jegdibedomoQterth$ll lsg eganebe 16o egdibe

161 ekrtena: 162 ekltathintenarane 163 ekltagdine 164 eQtemoraQta
ma.)Bk!9".･tiknvil2Sl 16s egthbe 166 krQtoeganegabe 167 egthgoQta
168 eQtagoQta 169 eQtagoQta 17o krQtoamedabe 171 ×didirthbe
172 Xegabe 173 jametorasrtll 174 amedaQteheQtera 17s tageteheQtera
176 edaQteheteda 177 didi"dzdisaNdoonasl'da
eeRdi.NEiSSiSl ls6 egthgaeganega ls7 degaegthga lss naNdaga lsg dega
190 dogone 191 edzcaga lg2 egadomoQterthtal lg3 degajardigoQta
lg4 janegotoarthmonoganaNtakatajarthd3a lgs kulrdiQtega
EEIt!ti;iSglfl 2o6 moraQta 2o7 kerod3a 2os keda 2og kedaga

toUNS')71iifi 241 do:modo:mo,ar1'nato
27s4sl iliSitllkM$IIIiEIEIXSSIZpkgHl]T)k#NIZ{!ema2Rt

ta4Ir.ajttrtEit.Xam 147 ha:horo:hatsut"dzdistupzdeha:ogrdemoegthnena
148 edzdima"denederthmo"degdi:gthdoogxnaga:

149 kdiklwarXhora:ma"dokowa"kaagenaga
lso sakrtaJabetemomandaagenenaja:jadoagenaga lsl egthnajo:
152 egdinaQteba ls3 egebamanedo ls4 etekonebamaenene:
whX.skgXM ls5 egutd3a,eginane ls6 wa:kadateegane21,waegane
ls7 ja:e:hanakodana:,korjemaNdadogonemonehanadana
P"Jwt.ebEi}.nt$il2Ifi lss egthbedomoQtera lsg eganedomoQterad3a,
XjamerutdomoQterad3a 16o eganena,egtubja 161 ekrtena:
162 ekl̀tadithteekZtadiditejadzthne 163 ek!tagdined3a 164 eQtemoraetena:
}fiS･iee7S･fi:maiSXSI 16s Xegdigasaeganegasaje: 166 eganebe: 167 egtuadenena:
168 eQtagoQtee: 169 eQtajadabena: 17o osoragthamedabe:

171 ×didiQtekdiruteNtakja 172 Xe:jadenena 173 wardiso"dana:
174 Xameththrthdzet}i 175 tagedze: 176 edamoNdadze
177 dithdzthsa"daeNtana:
jelElldi.!Stffli?Effl ls6 egutgasaeganegasa ls7 da:egdimoNdagasa lss naNdaba
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189 degakaega lgo dogokatsutkaril' lgl edzdiga lg2 eNdabegana:
193 da:jartumoNde,da:hotagotojarutmoNde lg4 janedzdigotoarutmoNdana
195 kturinte:
]espt}tilfSl 2o6 moraQta 2o7 kero 2os jaQta 2og kedaga
E}6VtS')ililfi 241 do:modomoha,teljzstutedo:modomoha:,

tenlsahededo:modomoha:
278515 ig#,utgjngtit#Kt,trMNJk Pgeeenywu
Eilrtti)･XLLlt･SiiEiSZiEfil 147 hajagdiogrro 14s konogagrogZro

14g korakoradaredogamadokoagereXll lso konojaro:madajdi:gotoklgane
"desasaQtoagero:,konojaromadoagero lsl (korakorasoQtra)eganeNda
ls2 kora:soQtraegutna ls3 egebadamedado:E9}*If,egebawaganedo:ini9gi!i

154 eganebaned3a:
whsc'sk4%XEfi 155 egdid3a: ls6 wa:egdid3a: ls7 aNnohanakrreNdana:
'
kX.en9E.ni.".eilafi
lss egdidomotera,egdibedomotera lsg eganed3a
160 egtubja:,egulbesdijo 161 ekltedomona: 162 ekltediultenaNnena:
163 ekrtagthned3a 164 eQtemoraQte
?IESE.igIX9S..fikmaiiElfl 16s egtu"dabene:,egdibene 166 eganeNdenedoga:,

eganegoQte: 167 egthnodabe,egdinodagoQteen 16s eQtekltabene
169 eQtanodagoQta,eQtanodabe 17o klQtoaNmedabe 171 thdirlso"da,
×￠utrrso"daje,×didirtugoQta,didirthoNta{ie,ditllrdijoNta 172 XeNdenega:,

e:mk'Nta,e:joNtal 173 bjo:kZdenedoga,jamedenedoga,jametodenedoga
tll 174 amedadze 17s tagedze,tagedithNte 176 edaQtadze
177 ￠di"tsdisaNjoNta,dith"tsulsaNjoNtana
eema'iSZfiEnljSiSl ls6 egtumoeganemo,egdiNdagaeganeNdagaili ls7 da:egdiNdaga,

degaegdiNdagaiili lss naNdado lsg dega lgo dogogane,dogonegast
191 edzdiga,edzutdaga lg2 egabegana:,e:moNdabegana lg3 da:jardimoNde
st,da:jarthmoNdatega lg4 jarenemoNdanaas lg5 kdircaQtest
]eept;tiESI 206 moraQta 2o7 kerod3a 2os keda 2og kedaga,kahedaga
6Vg')iSZIfi 241 do:moarlnadogodzaemasdi,do:moarrnadogodzaemasdita,
arl'nadogasdiS,arlnadogastutast
279O38 rrS,MieyF4ptptffewSeetr2RIwrSSPecwr
ffti4:r･;I{ilt･XiljSiSgEn 147 hajagdiogznasaewt,ogrrdiNdenegaoglrelPSiS

148 hajegdiogl'red3a,hajegdibogXreiit 14g sogoagedekcarept,sogoagenasae

wt,sogoagedekeroas,agedekenaga lso hagdiagerod3a 151 egdina
152 soQtsaegebamaneje ls3 egebadamedana,egebamanest

154 etekonebamane
whas.stgSelXSI lss eganebamaneZll ls6 oreetekonebamanena,

wa:etekonewamaneneut ls7 aree:hanadana:,arekZredahanadana:M
kig.attrii9S･itSt2SSfi lss egthkinatera lsg eki'tagdined3anast 16o egutbea
161 etemItena:,egdik 1' natera:21i 1 ,ek1tena:nt 2

162 ekZtedomotekomaterena: 163 eganekrnateralli,ekttagutne
252

164 eQtemoraetena:
?EEEg.ew.g.･{iknvljIZ]fi 16s egtu"dabe: 166 eganebe: 167 egtuNdabe:

168 eQtekrtaNdabe 16g eQtekl'tabese: 17o tabulNamedabest
171 didiruleNtasamada 172 e:jo"dana 173 bjo:kl'rasdi,bjo:kldabe,
jametarasdii9Eilr 174 amerasdie,amedaeNtaas,amerastudzesc 17s tagerasdie
176 edadze 177 ditu"dzthsaNml'"taeNtana:
eema･!ftftEiSISI ls6 egthgaeganegag ls7 dareegdiga lss naNdaba lsg da:,darega

190 dogogane lgl edzthga lg2 eNdabegana lg3 da:jarinmoNda:,
da:jardimoNdabast lg4 janegotoardimoNdana lgs kdirutNdabege$ll,
kdiQtenast
EEpt!tiSafi 2o6 moraQta 2o7 keroth 2os keda 2og kedaga
asLNS')iStifl 241 do:moarrnato:godzaemasdi,do:most
279157 iEtjiSR/4a[ymEIEfnSeeHH[r)kcteEligiJil‑ew

thctitr.I:tu.eema 147 korakoraoNdogarejo:ogZpXegdinaQtahaNdeogrnaga
148 og1'rtuNdene:nataNnetogrdane:ogZrejo:
149 oNmeara:maNdo:agedekenaga:kdi:kre:kca:kZhenebamanehaNdena:tano
mdidja lso na:naNkaeta"berebaagerutNdaba:naNbokoeegdinewarasthdaba
korja:agenagakono: lsl egdinajo: ls2 egcana: ls3 egebadakjamaneNde
154 eganebamanehaNde
whas'suma 155 egdidja: 156 wa:egcaNdane ls7 naNboe:hanadabana:
keq'kbi9E'it$iSiSt lss egthdomotera lsg (da:)egebe,egane,egthmoNdaba
160 egtubesth 161 ekrtedomotera,ekrtena:sc
162 namokamoekrtegedo:moko:monane 163 ekrtagthne 164 eQtemoraete
lkig.ieeS9g.tiknviklfi 16s egdiNdenena: 166 eganene:,eganedomorutne,

eganebjoNkiS2e 167 egutNdabe,egutNdabena 16s eQtabjoN 16g eQtabenena:
17o kZQtoamedabena: 171 thdirltarada9ili,thutrtueNtest,diturcajoNtesc

172 e:taradana:9iili,e:Nta,e:joNta,esaso:dana 173 egdinetaradana:,
jamrtodaNtanatll 174 amedatesabetere,amedadze:th,amedatesutterest,
amedatere2 17s tageQtere,tagedzest 176 edadze
177 dith"tsthsaNmrNtabena:,￠th"tsdisaNmZNtaeNtaff
reERdi.iSZffg7SZSI ls6 egdigaraeganegara ls7 da:egdiNdaga lss naNdaba lsg daega

lgo dogonegai,dogogaprS lgl edzutdaga lg2 eNdabenaZli,egabegana
193 Xda:jarebe lg4 janegotoarutmoNdana lgs kdirthNdabegall!,
kdirdiNdaQterana: kdirdiQteranahe: kthrdiNdadzrkna:
]gEptIleiSgfi 2o6 moraQta 2o7 keredja 2os keda,kedakese 2og kahedana:,

ss

jaQtana:

6UNS')ilSSI 241 do:mosdim!maseNZIII,do:moarl'nado:godzaemasditli2
279225 :EijSSii:R!lil,:t ifij.i59M7)ktiilSE}trtu¥MJII

E}i4)･Xilt.Xig}il2st 147 hajagthogi'rod3a 14s gdi:gthdooginaga

14g ma"dokoagedekerod3a lso hajagutma"doagedekerod3a?l lsl
152 egebamane 153 egebamane ls4 eganebamaneha"de
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egdina

whas'suma 155 egut 156 waegdida ls7 anohanakre"dadahanadana
kM.kbR9S.itktXM lss egdidomotera lsg egane,eganedomotera l6o egdibja
161 ekl'tena: 162 ekrtesditemanena 163 ekrtegdinena 164 etemoratena
iEEij'regeS,･fikasre$l 16s egthdenena 166 eganedenena 167 egdi"dabe

168 etadenena 16g etadenebega 17o tasdikaamedenena 171 didirutNtana
172 e:Ntana 173 jametodenena 174 amedadze 17s tagedze 176 edadadze
177 dituNtsdisaNdakeNta
kEIIdi.Nl}EXSI ls6 egdigasaeganegasa ls7 da:egdigasa lss naNdaba
189 daedagasa lgo dogosaga lgl edzdiga lg2 e:dabegana lg3 dajardidaba
194 janegotoardimoNdana lgs kdirdi"daQte,kturuttenast
wat;2StSl 206 morata 2o7 kero 2os keda 2og kedana

ISUgDXM 241 domoarl'lja"dogosdi
2793O4 :nllS,iiF4:MSRilii)kS?tllXl :l!FJlltn

fiiiil'#Jlt･geiEfit!it 147 edzdimaNdemonedeogl'dekonega:Zl

14s naNboneteadabasditehajagdiogrnega2iE

14g enonagamojamojateteaNdemaNdobaagenegatl
lso tukZganewarasdidahajagdimaNdoagenegaZll lsl egdinado:

152 egebamae"do: ls3 egebamaenedo ls4 eganebamaeneoN
desu'enem 155 eguld3a ls6 wa:egdidomoQtead3a,wa:egdikl'dead3a,
wa:eQtaraegasa21!1,wa:egdiadatll2,wa:egdiadaoNta!2
157 a:nohanadabadzdiNbthk1'reNdana,anohanakrreNdagotout
j:;keeN'gthEii.nSikSl lss egutdomotead3a lsg eganedomotead3a 16o abanega
161 ekrtagthnatad3a 162 ekZtagdinatad3a,ekrtagtunatematad3a

163 ekl'tagulned3a 164 eQtemoratena '
ltES.Ieef/S,･liimailiSl 16s egdiadenebegana 166 eganeadenena 167 egthadabjoN
168 XeQtadabegana: 16g eQtadabjoN 17o XtabcaNamedidirdiadenenaXll,

tabthNamedabjoNas 171 didirdieNtana: 172 e:Ntana 173 jametodaNdenena
174 ameethrcaeNtadzeta!,amedadzulest 17s tagedze 176 edadze
177 ththdzutsaNdoJiZdaeNtana,dididzdisaNdaeNtana:S,
dididzdisaNdothditodzdidaeNtana
klFdi.!StiAiESI ls6 egdigasaeganegasa ls7 da:egdigasa lss naNdanvsetv

189 daga lgO dogogane lgl edzdiga lg2 ejadenebegana:
193 da:jarthmoNde lg4 janegotoarthmoNdana lgs kthadaQtena,kdirutQtena
}eeptltij!Z$l 2o6 morata,Xmoratane 2o7 kero,kerod3a 2os Xkatekedad3aZll,

jaQtaS,XjaQtad3a$ 2og kahedana
asVNS' )iSXifl 241 jaetsuamodomo,jadomonamoeranejad3di
279415 ErjiSiYRti[ntISgUtEllrtliZJk5IZ

6Biili';;!!Tltsllt･XiiSreifi 147 koraogrrojo 14s koraogznegakora

14g sogonoma"doagerohora lso koraageroQtarakora lsl egulnajo
152 egthnadeba ls3 egtunajo,egebawaganedol9wt ls4 eganebaane,

×eganebaanena:,eganebanaNneXll
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desu'drma 155 jegtube: ls6 wa:egtube$e: ls7 ja:areakleNdagoto:Zli,

anohanakreNdagotofa
kki.gthI9i･ekt21XEn lss jegdibedomoQtera lsg egdimoNdene 16o egutbejo:
161 ekl'tena: 162 eklta￠catenaNne: 163 ekttagdine 164 eQtemoraQte
EIfES･Jliva?G.{7keeiSiSl 16s jegthgoQta,×jegdigoQtaona:,×jegdigoQtajoare

166 eganegabjoNse: 167 egdibjoN 16s eQtabjoN 169 eQtabjo:N
170 kl'QtoamedabjoN 171 thutrlsoNda 172 e:joNta 173 jametorasth
174 Xamedidirldadze,amedadzin: 17s tagedzuld3a 176 edadztu:
177 didiNtstusaNnojo:Nta
nenv･!SiRSIiM ls6 egdiNdagaeganega ls7 da:jegdiNdaga lss naNdado lsg dega
190 dogonega lgl edzthga lg2 jegabegana lg3 da:hebaso:jardidoheNba
194 janedztugotoa:te lgs kutrdiQtega
nvpt!tilEifi 206 moraQta 207 kerod3a 2os keda,jaQta 2og kedadoga
toLNSOikJfi 241 arlnato:godzaemasdita

282249 itmbMCljl)RaskDcbHITkbt6pm
tf}i<b･#th.gasl$XSI 147 Xhajaguoginasai2iEl,xogireut2 14s hajaguogire
149 madoagere lsO nanijaQtendahajaguagere
151 (soQtti)igebadamedajo,igunatw ls2 soQtAigebadamedajo,!guna

tw 153 iQtewadameda ls4 iganakerebanaranaig
wtsc'stma 155 ikujo9,igu ls6 orenaikunda ls7 kire:nahanadana
:k)S.EbSS.ngiSZIfi lss ikugatoomoQteiru lsg ikumai 16o ikube:
161 ikitaina: 162 ikitakutedo:nimonaranai 163 ikitagunai
164 iQtehoSi:
leet.Jlill!9S.{fffiiSi!fi 16s igundenaika,igube: 166 ikanaindenaika

167 igundenaika 168 iQtadaro: 16g iQtanodaro: 17o tabuNamedenaika
171 diuriso:da 172 joijo:da 173 bjo:kirati:ta! 174 amedaso:da
175 takaiso:da 176 itaso:da 177 diu3isaNmitaida

eema.MgSESI ls6 ikugaiganaika ls7 darenaikunoka lss nanda lsg darekana
190 doQkani lgl maenifa,itsuka lg2 joinokana#.,i:nokana
193 darenajarumonka lg4 jaranaikotopaarumonoka,jaranaikotonai
195 kurundaQte
ElptltXSI 2o6 moraQta 2o7 kure 2os jaQta,kureta 2og jaQtakajo
asUNS')iSglfi 241 do:moariljato:,goQtso:saN
36og46 7RlsSR!IRta2iEil(ewSXG)k!r)kctl;eEagtieSt,LLI

6bt:).#th.Xwa 147 edztuma"denederdi"dabakorja ,mo:ogzrcatogldane:
148 kora:ogZnega: 14g menodaha"dema"dokoagedekedja
lso na"botabetemomanewarasutdanakorjagth:gdidoagenaga
151 egthnaegtuna 152 egebamaenehora: ls3 egebamaenene

154 eganebamaenene
deas.ixnykltijl lss egdideba,egthgodeprsuttadjaZll,egtudja ls6 wa:egdidja

157 naNbok1eNdahanakodaba,naNboe:hanakodaba
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{esit! M･EbES･t!ias1 lss egutkZnaQtera lsg ekrtagtunedja 16o abedja
161 ekl'tena: 162 ekl'tediintena"mokamona"nedja 163 ekZtagdine

:J!

164 XeQtekenaga

iEEgl･Sra?S,･fikas7kSl 16s egtuNdenena 166 eganeNdenebega 167 egutNdenebega

168 eQtaNdenebega 16g eQtaNdenebega 17o tabthNamedaNdenena:
171 ×thditekdirtheNtadja 172 e:Ntadja 173 bjo:pr'Ndenebega
174 amedadzae 17s tagedztudebase 176 edadztukja
177 thutdzdisaNdodithtodzdidadeba
eema.!SZffSIZst ls6 egdineegaegaenega ls7 da:egdiga lss naNdaba lsg daega
19o dogonega lgl edzuldaga,edzdiga lg2 egabegana: lg3 da:ja:dzdiba

lg4 jaranegotodakjaardimoNdana lgs kutrdiQtena:
tee2ZreEII 2o6 moratadeba 2o7 ke:dja 2os kedadja 2og jaQtana
MVNSoilgfi 241 arinato:
364973 jEiCMRagEEEiliiimaJilasitptHIT

ffB!it'afil]tellt'iesiSiSl 147 omehajegdiogrredee 14s na:"boogotztemooginettega,

na:"boogoSrtemoogl'nettegaoglreog!re 14g sogonoma"doagedekeredae
150 hajegthageretteba lsl (so"Sa)Igutna ls2 sòSaegutnàtebams

153 egebaegene,egebaja3ane ls4 lganebanane
tasc'skq%ISI 155 lgdi ls6 orelgdidee ls7 anohanaZ:na:,anohanal':godott
iEecg.2EbftiE.ngilZSI lss rgthgadoOmòtera,i'gthbedoOmottera lsg rgane
160 1'gdibe,abejon 161 Zgrdena: 162 rg'idegthtenamokamona"ne
163 Xgldegdine 164 lttemoralde
}fES.ew.e,･tikmaXst 16s 1'gthbedee 166 1'ganebe,Xganebedee,l'ganebesa
167 1'gdi"Odabe,!gdi"dabe 16s rttabe,XZttabedee 16g Zttanadabe
170 krttoamedabe 171 thdirdi6dana 172 Xe:e"dabe,O:edana
173 jamettomrdalda,jamettomrtaZda 174 amedattejin:,amedadoja{i,
175 tagedoja 176 !dadoja 177 thut3rsanmi'dardal>,thW31sanmrde:da
eema'!SZftnE711Sln ls61'gdigalganegals7darei'gdibegalssna"dalsgdarega
19o dogoganl' lgl i'dzdiga,Zdzdidaga lg2 e"begana: lg3 darejardittega
194 jaranegodonebeSa,jaranegodonebefe,janettegodoardittega
195 kturdittega
Ieet!e;ilVfi 2o6 moratta 2o7 kere 2os keda,kedejatta 2og kedaga
zaVS' )iiSZSI 241 o:gl'nrja:,o:gl'nl'o:gl'nl,ePpemorattenantomoo:gZn!
368882 LLIJ￡fMtwN71iftxefi}Ege?ntElii

ffi7<}'XLtlt.eema 147 ogrre:,ogZrejo: 14s oglrehora,ogZredebast
14g madoagedekdire211,madoagere$ll lso madoagerehora,madoageeedebaas
151 lgutna: 152 Zgdinadebahoca ls3 lteAawarl'dzo: ls4 lganebane
dess'suew 155 Z'gdijo 156 oceZgdinajo ls7 anohanak91re:dana:
P6Jig.girkiS･eseilZ5t lss igogadoomotteda lsg i'gane 16o iigoda'‑e'

161 rgrdaAena: 162 l'gldaAggdidetamaranaAe 163 'rgrdaAegdinaAe

164 Zttemorai'daAe
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ikS.)Fee9S..fumaiSglfi 16s zgdidfiAerdb,rgcandaAero 166 i'ganedaro'

167 !gthndaro,XgutndaAero{} 16s lttandaAero 16g xttandaAero
170 tabdin amedandaAero 171 ×didi'tekturutjo:da9,×thdittekdirdiml'daAeda

172 g'jo:da 173 bjo:ls9;kqusaAeno:,bjo:ig9;dajo:da2 174 amedaso:da
175 tage'so:daS,tage'daso:da 176 l'dadoja,ldakedofa
177 ￠di‑d3rsannojo'da,didi‑d3rsanmldaAedanorsllF
eema.5ZfiSlgSl ls6 i'gdigarganega ls7 da:egtuga lss nandal,nanrja lsg da:ga
lgo dogosaga,dosaga{l},dogogasa lgl ZdzthdagaZ>,ldzdidakkega$

192 r:nogana:S,Z:ndarona: lg3 da:jannaja lg4 janedeZrarerdimondaga
195 kutedittega,kdinnantega
}esISiS25Z 2o6 morata 2o7 kere,kettta:fa 2os jata',keda' 2og jataga:,

kdithredaga:,kedaga:9
bbS' )iltliftl 241 atrnato'{l},o'grariljado:'ilir

368956 jEICNflN*gasetutElrSi?ig!ii:+=rtt
ff}it:).intt .iesgfiSiSl 147 hajagwog!re: 14s koraogl're 14g madoagere:?

150 hajaguaagere lsl eguanajo ls2 eguanajo ls3 ettedamedazo

154 eganamane,eganebanarane
deas'axigljtlfl 15s egurzo: ls6 oreegurdenda ls7 egodoegodotli

kN.Ebftlg.egiStlfl lss egodomoteda lsg egane 16o abe,ego:jo,eganega
161 egrdena: 162 ek;tak‑tegama"narane 163 egrdagrune 164 etemoraide
ikS.tsIX9S,.fikmaiSafi 16s eguadeammega,egurndero 166 eganena,eganederost

167 eguanadeammega,eguanadero:st 16s ettadeammega,ettanderoas
169 ettadgammega 17o tenpeamedadeammega,Xtenljenabaamedana
ln ×diuEndeammEga,thuirrso:dana: 172 e:jo"da,e:ntai!i
173 warrandene:ga,bjo:krrasras 174 amgdaso:dait,amedadojast
175 taggedoja 176 edadoja 177 diu:zXsaNmrde:dana
eenv'NEzziEII ls6 eguimoeganemo ls7 daregaeguijara2,dareeguigaff
188 nanda: lsg darega lgo dogoga,dogogasast lgl ezurgadera
192 gnadagana: lg3 darejarurmondate lg4 jatemrrua,jaruazoS
195 kuattega
veilZJ!il 2o6 morata 2o7 kuare 2os jata 2og jataga
toU6' )il2Sl 241 do:moarrnado,kinodogurda

37O152 ma4PnXeetsfigeENrtMIk¥paM
fi7dil;･!I;dit .Xma 147 oglJiregdinaQte 14s hajagdiogrnaga
14g kth:kregtuneha"dema"doagenaga lso ma"doageroQtaraagenaga
151 egdina 152 egebamaeneje ls3 egebamaeneje ls4 eganebamaeneje
dees'sk4S!Sl 155 egthdja ls6 wa:egute ls7 aha:anohanakrrenadadadjata!
kN.i#JftiS･RSilZM lss ekrtedomoQtera lsg egdidzthnase 16o egdibzsdia:
161 ekl'tena: 162 ekrtesditeekXtesditegamaNna"nedja 163 ekl'tagtunedja

164 eQtemoraete
iES.)fikf/",.tXmaillSl 16s egthNdenena: 166 eganeNdenena: 167 egdiNdenena:
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168 eQtaNdenena: 16g eQtaNdenena: 17o naNdemoamedenena:
171 didirltaradalli,diutrdiNtana{}sh,diturZsodana:jkff 172 e:Ntana:

173 karadawarZNdenena:,bjokrardiNdenena:st 174 amedadzdia
175 tagedzula 176 edaNdadzdia 177 diul"tsuasaNmeNtana
eeua.±SZEIiiiSgSl ls6 egdigasaeganegasa ls7 da:egdigasa lss naNdaba lsg daega
190 dogogane lgl edzulga lg2 e:begana lg3 da:jardidzdiba
194 jaranewageardidzdinawt,janewageardidzdinaas lgs kdirdiNdaQte:
}Si2ptl2XM 2o6 morata 2o7 kerodja 2os keda 2og kedana:
&6U?IS')ikSl 241 arrnato

370237 giSV"mefifi*ntE4gut

fi4Ir･ambt .Xma 147 dztukaNdagaraogZnaga 14s dztukaNdahadekoraog!roil;,
edzdima"denederut"dabahekoraha:gdiogrnaga
149 korakoramado:agedekerod3a lso na"bofabeQtemokl'ganewarasdida
na:ma"doageroQtaraagerebaedeba lsl egulnajo:
152 anbdinehaNdemajeneje ls3 egtunad3a ls4 eganebamaenehaNdegss
twss･axqSIXM lss eguthaNdegasee,egdid3a ls6 wa:egdid3a

ls7 naNbokrre"dadabana21,anohananaNboklreNdadabana,
naNbok1'reNdadahanadabana
jl;keq･2EbkS･n$XSI lss ekrtedomotera lsg eganed3a 16o eganena
161 ekrtebatena 162 ekrtesinteekZtesthtemaene 163 ekZtagthned3a
164 eQtemoraetena:tli 1 , xeQtemoranebamaned3at}i 2
?Iftij.ew.e,.fikeaiSISI 16s egthbjoN,egthdenena 166 eganebjoN,eganedenena

167 egdidenena 16s eQtadenena 16g eQtadenena
170 Xosoragdiamedidirdidenena 171 diturutNta 172 Xe:denena
173 jametodenenailf 174 XteNkregthnedzdid3a:iikZ,XamedidirXdadzthd3a:
175 tagedztud3a 176 edetadze 177 dididzdisaNdakeNtana:,
thdidzthsaNsaplderthna:
eema.iSiEEigXlfl ls6 egdigasaeganegasa ls7 da:egdigasa lss na"daba
189 daegakaega lgo dogogapl' lgl edzthga,edzdidagasa lg2 e:dabegana:
193 da:jarthdzdiba,da:jardidzdibahe lg4 janekotoardimoNdana

195 kdirdidatena
EEect4tilZ51 2o6 morata 2o7 kero 2os jata 2og kedana

6U?IS')Xut 241 arlnadogosdita
37o2s3 ge.itag, M*ltsEeeIS)Itl!!E3El])k#jestfiEteJfItam

tf}itftr.;±;siltt .gSiljSilXEI 147 omehajagdioglnebamaeneje:sore:

148 ogXroQteetemoog!ne"dedo:suttaththtodabakorja
149 omesogostukosdiagedekenega: lso ageroQtaraagerebaeNdenenasthtena
Jlrsditerdi"dabasthte lsl egesthnaja ls2 egdinad3a 153 egebamaneje

154 eganebamaehe"d3a:
desc.blgSeikSl lss egutdebana ls6 wa:egut"de ls7 je:hanadana:,

na"bokrre"dadahanakodaba
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kM.･2etfil9S･niE:ntcM lss egulkl'natera lsg egane 16o eganena 161 ek!tena:

162 ekl'tediuttemane 163 ekltagdine 164 Xetekenega
lkij'tfkf3S,.fikeailtlfi 16s egdibenena{},egulbe:na 166 eganebjon 167 egtu"dabjo"

168 etabjon,etabenenaes 16g etadabjo",etabenena
17o tabut" amedabjo" 171 didirtueNta 172 e:Ntadja 173 bjo:kldaeNta
174 amedaze 17s tagedzdidja 176 edadzthdja 177 dithdzcasaNdake"te
eema.!SiEEilllll ls6 etaraegasaegane"daraegasa ls7 daegingasa lss na"daba

lsg daegakaega lgo deQkakaQka lgl edzdidagasa lg2 egana:
193 dajardidzdiba lg4 jaenegotoarutmo"danag lgs kutruttena
Ieapt!efist 2o6 morata 2o7 kerod3a 2os jaQta,jata 2og jaQtana:
6US')iSZM 241 arrnandogostu,do:sthbenesdiarrnandogosdi,

arlna"dogosthdo:sulbenesut
37o44s elisu4+*nmiffafi7tr,gmr
diIr<b･ailt{lh･iSS$2M 147 ogl'ro211 14s ogl'rodeba 14g ma"doagedekero

150 agerodeba 151 egthna ls2 egdinadeba ls3 egdina ls4 eganebanaNne
whss･drggtiltlfl lss egdi ls6 wa:egthNda ls7 anohanakrreda
kki･enIE･nkt21tlfi lss egdibjadomotera lsg eganaeZlll,eganetE2 16o egdibja
161 ekltena: 162 ekttadiditetamane 163 ekZtagdine 164 eQtemoraete
ue.ilra7S.MmailZSI 16s Xegasardibe 166 egasanagaNbe 167 egthnodabe
168 eQtabene 169 eQtabe: 17o tabdiNamedabjo" 171 ×diWQtekdirdiNta
172 joejoNta 173 jametorasut 174 amedadzdi 17s tagaedzdi 176 edadztu
177 dith"dzdisa"nojoNta
ntma.REkltifI ls6 egutgaeganega ls7 da:egutga lss napi lsg daega
19o doQkaJIZ,dogogaJll' 191 etsulga lg2 e:nogana lg3 da:jarcameNka
lg4 janedzthgotoarthmoNka,janedzthgotoardimoNga,
janedzthgotoarthmodaga lgs kdirthqzthdana:
twti;ljliSl 2o6 moraQta 2o7 XeQpoNtll 2os keda 2og kahedaga
toUNS')iSafi 241 arl'oatosu,moQtaenaemonooarrpatoZli1,rrQpanamonoarlpato
Xli1,×o:ki'prEiEiiflli2
370592 ffiSft/4=‑F'asEEjHE[rtlltT‑2RIpm

tfB4t.XtE･Xilj$ZSI 147 takatosthha:dzdikaNdasdikjehajagdioglrotll
14s takatosdikorahajagutogrne"baogdierdijo21!

14g sogonoma"dokotSotoagedekero lso korasaQsadoagenebawaganedog,
tSaQtSadoagerokora lsl egthna(korja:) ls2 egdina ls3 egebawagane"dae
154 eganebanaNne
taas.sk4g(liklfi lss egdise,egdiaE9 ls6 wa:egut:,orja:egdi:

ls7 anohanakXrendanesdi,anohanakokZre"dana:,anohanakrre"dagodo:{}
kigs･bl$.nseiSZSI lss egthbjadomoQtera lsg egane 16o egdi"bja
161 ekl'tena: 162 ekZtakintetehendad3a 163 ekrtagthne 164 eQtemoraQte
tEEgit･ew.e,.tikeailtEfiI 16s egtu"be 166 eganagabja 167 egtunodabjoNL

16s eQta"bjoN,eQtanbese 16g eQtanodabjoN‑L,eQtabese
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17o taede:a"medabjoNJ ,taede:a"medabese}ll 171 ×didiQtekdirje
172 esaso:"da,Xe:goQte 173 jametodaoNtana 174 Xameththrdidze

175 tagedze 176 edaQtadzE 177 didi"dzdisaNoNta
ftIEFS.!fiEEiSgEijl ls6 egdiNdagaeganeNdaga ls7 da:egdiNdaga lss na"dakja

189 de:ga 190 dogogane 191 edzdiga lg2 e:"dagana: lg3 da:ja"dakjana:
194 jarenegodoaNdado lgs kturdi"daQtega
E2At;21tSl 2o6 morata 2o7 kero 2os keda 2og kahedadoig,kahedaga
bUilS')tcM 241 arllja"dogowasdita,arl'na"dogoasutta

37O681 EnjeRgRITV‑a"Hieft1TE
tftiE?i･#/"lt･gel}iki$I 147 oglrotli 14s ogZro}li 14g maNdoagedekerona:

lsO maNdoageroQteheQtaraagero lsl egdina ls2 egdina?Ell ls3 egebawagane

154 eganebanaNne
vasc'axma 155 egth 156 wa:egul ls7 kl'reNdahanadana
fieck.gthE9g･ntsuiESI lss egdibjadomoterth lsg eganedja 16o egthbja

161 ektte:na: 162 ekl'takditena: 163 ekZtagdine: 164 eQtemoraete
}EES.)tsk!9S,･t7kma7Silfii 16s egthgoQte 166 eganegoQta 167 egdinodagoQta

168 eQtagoQta 16g eQtagoQta 17o amedagoQtalll 171 ×diulrthgoQta
172 e:joNda 173 bjo:kldajoQtana: 174 amedadzdi: 17s tagesonda
176 edadzth: 177 dididztusaNmrQta
maIdi.iSZiSISI ls6 egdigaeganega ls7 da:egdiNdaga lss naNdaQke lsg dega

190 dogogarir 191 edzdiga lg2 eNnogana:,eNdagana:st,eNdabegana:nt
193 da:jaNdaQke lg4 janedzdigotoaNdaQke lgs kdirdite:
waptiliEl 2o6 moraQta 2o7 kero 2os jaQta 2og kedado:
6US')ilgSl 241 arrnadogoasul
371070 jEiCNvaut7X#51TXji51HlrlSItE

di7<)'Xth'gewa 147 otslceha: 14s olsrre 14g ma"doagenega',
ma"doaketekenekatll,ma"doaketekereZll lso alsere 151 lpuanaja
152 Znt"natll 153 louinaja ls4 rljanebajatsdikaneeAeattmAeba
desc.zzqSgivest lss i'nrudelnuade ls6 oreljalnurattade:Zll,oreljal'ouaattare:t}1

157 kcZrendakotoje:
ilak･enE9E･Rkt2IZIfi lss l'nruk￠tnatteea lsg rnanedeha: 16o rnanelsa'en,

"fS

abbedja: 161 rnltena:,!nrtemondana:
162 ZnZteSrtenamokamonatanefltedadja: 163 lol'tekuine
164 ×1'ttemoranebanarane

iPEftij･)likf9S,.IIZieeilZSI 16s lnuiattabjoN 166 lnaneattabjoN 167 louiattabjoN

16s 1'ttabefall!1,tttabena:l}i2,rttaattene:kat}i2,tttabjoNtr2
169 1'ttabejoN,Ittaattene:ka 17o k￠rttoamedabejoN 171 ditlltuiintana:
172 r:rnta 173 bjo:kZdene:kalll1,bjo:k1'dene:kanaZll2
174 amedattgut'hanafIdade:t,arnedadojatal 17s tage:tgth:hanar1'dade:=,

tagedoja 176 etattsjth:hanatl'dade:‑,edaddadoja
177 thuad3isammltarntana
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eema'!SZiiS2ifi 186 ZljUimoZnanemo ls7 da:nalnurattandalsa

lss nandaba.vhorja:tN. Isg da:gatr lgo dolsonl'ga lgl ltsutdakkeka

192 Z:bekana: 193 da:jaruatteha: lg4 jarane'ttsjthkotoaruamondattena:
195 kuaeurttena:
}agpteilllfi 2o6 moratta 2o7 kere 2os keta 2og ketakkena:,kwaSetakkena:ss

asbS')iESI 241 kaMbokaMbo21E1,o:krnib:kinrIll2
371495 :ptSgeR/4=‑F‑'asMliilil]7)k ;i:MEFt !Ilfi[stl

faii}.#ilt.eeE}SIZSI 147 tofittaNmodzulkaNdajogaQkooginrerthgaraoglnasaetll

148 hajagthnenasaetejthNbeeQtakjaosogdimaNdeerdiNdamono:ha:gaQkoogdie
rulgaraogrnasaetll,ogzro:naNdamoNdena:2Zl!
149 naNgaodzdisaNtanbagonoNdehore:kemcarZhamo:eQpepinaQtasditoJi
tfaNma"dokoagedekehed3aZll lso are:saQklmoeQtakjaheNdzdimosdineNdeo
me:naNdamoNdehajagtuageroZll lsl egtune ls2 egthne ls3 eQtewaegenaejo
#.,egthne 154 eganebanaNneoje
desc.skngl21gEII lss egthgodopl'sdid3a ls6 wa:egthd3a ls7 anohanakokrre:"dana:
kg.Ebt9e.rtSilXEII lss ekrtedomoQteataXl!,egdibjedomoQtercass,

ekrtedomoQterdi lsg egane 16o egthbedje 161 ekrtena:
162 ekZtakditedo:moko:monaned3a 163 ekrtagtune:na 164 eQtemoraQtena:
lkSg.)iSgeS.tiiosiSil;l 16s egdi"be 166 eganebena: 167 egthnodabena:

168 eQtaNbe 169 eQtagadomo"ke"dona:,eQtagadomo:
170 oQsoragdiamedabena: ln ×didiQtekrsoNdana: 172 e:joNtana:
173 dogogawarrNd3anebega,warlgthnagabega 174 amedadze: 17s tagedze:
176 edaQtadze 177 thdi"dzdisaNnojoNda,ditu"tsdisaNnojoNtaRlstli

jGERdi.NftSklfi ls6 egerthgaegenega,egeNdagaegeneNdaga
187 da:egdigodoJllnaNdaga lss naNde lsg dega lgo dogogapr

lgl edztu"daga lg2 e"nogana lg3 da:jaNdeee lg4 dzeQtaejarthd3a,
da:naNtsthtateorejardid3a lgs kcarthQtegag
I!IEptilt7SgERS 2o6 moraQta 2o7 kerod3a 2os kedad3a 2og kedaga

6US')iS251 241 ejaejado:mokoQtarar}rstutemoraQtearrnadogoa"sdita
371648 ZiillXJfLj‑.asptMHO,SPpa38tsen
de4}.Xilt･SilSilfi 147 ogrrojo: 14s hajagthogrro 14g sogoagedekerona:,
madoagedekerona: lso ageroddeba lsl (sottrsa)egdinajo:
152 egcanaddeba,egthnatSara ls3 egdinodenee:ndajo:,egdinajo:
154 eganee:banannee:
whua'axew 155 ggdisa 156 orja:egdi,wa:ggdil ls7 kcrre:dagodo,

anohana:kZre:dana:
kig.ertklE･ngilan lss egdibe:domottera lsg eganae,egtamoniga 16o egdibea
161 ekcrtaena: 162 ekrtakthteekrtakthtewagannee: 163 ekcrtakdinee:

164 ettemoraetee:na:
iEEEg.ew.e,.fikPifiiSZ!fi 16s egutbe:na:,egdindenagabe:lsa 166 eganagabe:

167 egthnodabea: 168 gttabe: 16g gttabe:ja 17o amedabe:na:
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171 ×didittekrso:da,didirtso:da y2 e:jo:dana: 173 bjo:kcZ'denagabe:ka
174 amedatteree,amedadjo: 17s tagee:so:da,tagee:djo:{le 176 edadzul:,
gdattadjo:{} 177 didid31sannojo:da,didid3Zsanml:ta{le
5elaldi･iSZES2M ls6 egulNdagaeganae:daga ls7 da:egtuNdaga lss nandae:,

nandajo: lsg darega: igo dogoganX lgl edzdiga lg2 e:gana:
193 daree:sthndee: lg4 jannee:godoanagabe: lgs kulrdittega:

teepttXM 206 moratta: 207 kero 2os keda 2og kedaga
zaVS')21Z]fi 241 arlnadogoastu
37207o ZIS(NvaG2fieililr21(ffITH$nL[J‑F
fflii:I;.;Il{.[h.iergg?SXIil 147 ogiranfe,ogirangedee 14s ogireogirehoree

14g agedekere,agedekeranSeL lso agerèteba lsl (sotta)lgunajo
152 sotfal'gunadeba,sottaZ̀tewadamedasw ls3 lttewajadzugane,
1'ttewadamedadeba ls4 lganebananedeba
wtsu'bl4SEiSl51 lss jugudae ls6 oreZgudae ls7 N:anohanakokire:dagodo,

N:anohanakokiredagodo

kE,i.[･enlg.ngiS2iEfi lss 1'gudoomotteda lsg rganedoomotteda?1! 16o lgubeta:

161 l'gitena: 162 rgitena: 163 Zgidagune 164 1'ttemoraite
IPEEij･]iSf7S,･{Xea?IXIifi 16s xtafikaegatta 166 rganebeSi 167 zgube"sl',

1'gattenegana: 16s l'ttabe"sX,Ittattenegana 16g lttabesZ,

Zttattenegana 17o amedabeon,amedattenegana 171 ×lmaamediu:
172 ×1'gabensi,×ja:ttenebeka,Xejantenebeka 173 bjokkidattene,
bjokkidattenebega 174 amedadoja 17s tagedoja,tageso:da21

176 ldadoja 177 mide"da,midaida
eeue'iSZiiEiEEfiS ls6 Xgudagarganedaga ls7 darelgudara lss na"dagja,na"daga
189 darega lgo dogoganl' lgl rdzdidaga lg2 egabegana: lg3 darejarutte
lg4 jaranedzdigodoarutega,jaranedegodoarutega lgs kuruttega
tl;Ept?tilZ31 2o6 moratta 2o7 keredee,kere,keranJedeeL 2os keda 2og jattaga

6V6')XM 241 jado:modo:mo,oginiogini
372111 jlgSCMRLLt7ts#3magEITiESE$!iiiSiesAi

ffi7̀!it'sctlt.XiE:Rst 147 sa:sa:ogire,sa:sa:ogireha:,ogiresa:sa:

148 gu:gudoogiredeba,gu:gudoogirettana,Xdo:fitaba3igandado
14g madoagedekeredee,madokkoagedekeredee lso haeguma"doageredeba
151 (sottSa)egunajo ls2 sottJaegunadeba ls3 egebajazane,
Xegebajazanedo,egebajattikaneZ}1 ls4 1'ganebana"ne,
×i'ganebana"nedeba,i'ganebane,×l'ganebanedeba
desu.stgglesl 155 lgudee ls6 orelgudee ls7 a:kire:dana:,o:r:anbedana:,
kire:dagodo{l>,1:godo{l>

kig･tm.nsema lss 1'gudoOmotteda,1'gubedoOmòtedal}l lsg rgane
160 abedee 161 lkitena:,1'gidena: 162 Xkitefiteo3asaene,
ZkiteSitedomona"ne 163 lkitegune21 164 Xandekerebai':
?ffIS･ew.e..･fumailZill 16s rgubjon,lgubeonolt 166 rganebjon,lganebeonoL
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167 rgattabe,Zguttenena 16s rttabjon,Xttabefa 16g rttattabeSe,
1'ttatenena 17o amedabjon,amedabeono‑lt,amedandera 171 diuruenta
172 e:enta 173 a"bejogunettenena:,a"bewariendana:,jame:ttomideda
174 amedado,amedadoja 17s tagedoja,tagekkedo 176 !dakkedo,
ldeattado 177 thu3isanmide"da
eema.ttiE?SXSI ls6 ZgunderaZganendera ls7 da:lgundera,da:rgundaga
lss na"daba lsg daga lgo dogosaga lgl rdztundera lg2 rgabegana:,
1'"derana:,lgabegana,1"derana lg3 da:jarumo"datena,da:jaru"daba
194 janegodoarumo"datena lgs kuruttena,kuruattatena,kurattatena
E$ptectiSZifl 2o6 moratta 2o7 kere 2os keda 2og kedaga,kagedaga,kagedana

MUNSDilZSI 241 arinadosan,arioadogozansut,ariljadogo3ansut,arinadoo3ansut,

egattana ho"3inegodo
'
372242 lllCHzaJEdiil;itiAts2f<ts

fitiltr･Xik･Xma 147 ogrre 14s ogrretl! 14g agedekere lso agere lsl eyurna
152 eYuanatr 153 gganedekere ls4 ekanebananne
deas'drigljZ51 155 egru ls6 oreaegur,oregaegcu ls7 kSi're'vda

kE.E,i.eniE.ngiktEgl lss eguatoomotterumdomoge lsg eganetoomottera
160 eguabesut 161 ikltetoomotterandomona
162 ek;takuitenamokamonarane 163 ek;tagrllne 164 ettemoragnebega,

ettemoraetetoomotteradorno
ikS.Iee9S,･fikma$ZM 16s xegutsthbe 166 eganesdibe 167 xegthsdi‑betll

168 Xettatoomo:sdi 169 ettatoomo:sdi 170 mosdigasturuttoamedaNbe
171 ×￠dittekurruabena 172 e:je:oAvda 173 karadagtuaewarurg'‑be

174 amedadzWdea 17s tagaejoNtadzdidea 176 edadzdidea
177 thurd3disaNninitajoNdanansin
eema･RiSIZSI ls6 eguagaeganega ls7 dareaeguaga lss nande lsg daga
190 dokkani lgl gtsthka lg2 e:kambena lg3 darejarea,dareajarea,

darejare lg4 jannekotoane lgs ku{rwtte:ga
IeepteiiilSl 2o6 moratta 2o7 kere 2os keda 2og jattaga

6VS')illSl 241 ariljatenaNsx

372331 iESCMvaeefiiIi+*UMmaM!ieMLLI‑F
di4t.'nf'V" ･XigSiSl 147 ogl'roha: 14s trantoogl'ro 14g ma‑doagetekero

lso agerottsthttem ageneno,nambogerrSaNbettemoagenenonatll
151 (sottfa)eguna ls2 egunattemoeguna$ll ls3 ege‑bawagane
154 eganebanane
whde'blggljtlfl 155 egu ls6 oreegu ls7 a:kZreNdana:,krreNdagodoit

kM.ebEiE.nSilZJfi lss ego'doomottera: lsg eganed3a,egane 16o egubesth,
a‑be 161 ekrtena: 162 ekltakutetamanena: 163 ekl'takune
164 e'ttemorattena
ma.ts31f9",.fikmaiSgifl 16s xeguagamosdiene,egurgotta 166 eganegotta:,

eganebena: 167 egurgotta 16s ettagotta: 16g ettabene 17o amedagotta:
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171 ×￠ulttekzllrulenta,diuartuenta:st 172 e:enta: 173 jametorasdi:X}11,

jametodenenall12 174 amedattere' 17s tagettera 176 edakkedzth
177 diua‑dzutsantothuato‑dzdidanal}l,￠wNdztusantodiuato‑dzdidaentatli,
diru‑dzdisantomi'daentana:Xll
eeRes.!scftgiptfi ls6 egasardigaegasanegat}!,egugaeganega ls7 dareegruga,

Xdareegasartugatr lss nande' lsg darega lgo dogoganl' lgl gdzdiga
192 e:gottana,egambegana:as lg3 darejarrunoje lg4 nantattejarua
195 kturdittegetterattenatal
waptiit]Sl 206 moratta 2o7 kero 2os kgda 2og kedana',kagedana
ll6V?ISDtcM 241 arrnadogansth

372532 ZEYK=F‑ffi*esmaIPeeI5(
int27･Intt ･geliffSl 147 ogZro 14s ogrro 14g agedeke"neka' lso agero
151 egane"dana' ls2 egutnadzdigodo ls3 egane"dana' ls4 eganebanaNnE'
whss'drgS:iESt 155 egca 156 oree'egut' ls7 anohana"kokrre'dana･
kEtBv･2EbYS･itteJEe2Stlfl lss egtubedomotterdi lsg egane' 16o egdibja'

161 ekttena' 162 ekltaktuteho"de'ne' 163 ekl'tagutne'
164 ettemore'te'na'
relgl'lkf9S,.Iikma21ZSI 16s egdigote'na' 166 egane'gotta 167 egdidogodabe'

168 ettekttano"dagote' 16g ètekl'tanoNdagote'
170 Xkl'ttoamedithrdigota' 171 ×didittekdirthgote'na' 172 e'jo"dana'
173 jarne'tonojoNtaJZtodana' 174 ame"datera 17s tage'dzdi'

176 edàta'dzth 177 Oth"dzdisa"nojo･da
fima.iSZiikiSZSI ls6 egdi"dagaegane"daga ls7 daree'egtu"daga lss naNde'

18g darega lgo dogosa lgl edzdiga lg2 e'nogana'
lg3 darae'jarthmo"dagana' lg4 na"taka"tajarca lgs kthrthtte'
Ieepttil2Sl 2o6 moràta 2o7 kero 2os kcda' 2og kedaga
6V6' )i!Xfi 241 arrgatoga"sut
372549 ZEIRltj‑t'asgllE)iCHI]7fI;iNiF
tSlìflr'tm!sttsik.2eifi2Sl 147 ogl'ro 14s korartsvamademoneterdinahajaguaogrro

14g mandoagenase: lso koramadoagero lsl Zgcana ls2 koraektunag
153 egthna,tttewaganne:pt ls4 eganeMbananne:
whsc'sttlliagas1 155 egutse: ls6 orjaegdise:,orjaegtugodonrnattertu

157 kgZre:nahanadana:
kig･ebRii･ngillEfi lss egthbe:doomotterdiatll1,eguabe:srterat}2
15g egdimonka:ZII,egthbe:doomoane:?Ell 16o ggtubea 161 ikcitardoomo:na:,
ikcl'ta:na:,ikcl'te:na:tw 162 dzecigkitardoomotterdi 163 ek￠rtagdine:
164 ittemera:te:na:
ma'nv/",･tXmaX]iEl 16s Xegutdoomo:na: 166 eganagabe:na: 167 egulgottatr1,

ggdindabe:tal2 16s ittagotta,ittekcitagotta 16g ittabe:na:,
ittekGitabe:na: 17o ×didiMbe:na:2t,amedabe:na:,×amenZnambe:na:
!n ×dithMbe:na:,×dithrutgotta$}i 172 xegabe:naXll1,×jogabe:na:t}l1,
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×e:na:tll2 173 bjo:kidabe:na:,bjo:ki'mot1dabe:na:,jame:todaZ}i
174 amedaso:de:#.,amedadzta:{},amedadzoa:tl! 1 ,amedadjoa:IIftll 2 ,

amedadze:,amedadza: 17s tage:djoa,tage:dzoa:{},tage:dza:2}
176 etaddadza:?El! 1 ,etaddadjoaiilitl! 2 ,etattadzth:{S

177 thdidzlsannojo:danatr
eema.!fiftAiSgEII ls6 ettarae:gagganagarae:ga,egthgaegane:ga3E{}

ls7 darja:egutndaga,darenaegulga lss nande: lsg darega lgo dogoganr
191 etsdiga 192 joganbe:gana:,jogabe:gana:,joga:be:gana:
193 da:jande: 194 janne:tsdigodoaaruamonga lgs kthnnoga,kdirthttega
IIEptltXM 2o6 moratta:,Xmoratta:jo 2o7 kero 2os kdireta,kedatll 2og jattaga
#.,kedagafa,×adzuagattaga:{!>
6US')ijSXEl 241 arrljatogodzansdi

372668 :iPMmaE#wr¥E#

iSit4b･tcih.XiS}iSZJfi 147 hajagulogrro 14s ogl'rode:bakorja 14g mado:agedeko:
lso agedeko:de:bakorja lsl egthna,egdinajo: ls2 egthnattatsegodo:,

egdinadzul:godo:,etteawagaNne:do:itwIE ls3 egthnajo:,etteawaganne:do:
th 154 eganae:banaNne:sulke:
tssc.blI!SeiiliSl lss egthseggthse,egWggdisc ls6 orja:egthjo,orewaegdijo

157 anohana:kcire:dana:
kS.kbftig.ngiSafi lss ggtube:domoddede: lsg gguak￠iane:na: 16o ee:be:,
egthbea,egdibesree:be: 161 ikcrte:na: 162 ek￠ite:na:
163 ekcitakuane:na: 164 ettemoraete:
lkie.ewse.IikmaiS2Sl 16s egthbe:na:,egthgottaut,egurgottee:tal
166 eganja:gottee: 167 egdidogobabea 16s ettabe: 16g ettabe:na:
17o ×amedana:,amedabe:na,amedagottee:tai 171 ×diurttekurgottee:,
dithrthjo:daS 172 esaso:dana: 173 bjo:kidagottee:,bjo:kidagottee:na:

174 amedad3oe,amedad3o:na: 17s tage:d3o:na: 176 edattad3o:na:
177 thutd3rsaNnojo:tana:
eema.NiiE$gEII ls6 eguigaegane:ga ls7 XdeNna lss neNde: lsg deNna
190 dolsgae 191 egsdiga lg2 egambe:gana: lg3 dare:jaruattega
194 janne:gotoane:se lgs kuaruattelsa
leepteiSZSI 2o6 morattee: 2o7 kero 2os jatta:,xjatta:ne,keda:ne{e 2og kedaga

bVSoiWfil 241 arxnadogod3e:spa

373043 lekNXmathMeqMM4NI5kma
dii4t･#IL･ma 147 hajalsuaolsZre,hajalsuaogutaralgabetal,
hajatsrlloig!datterlsabe:ff 14s hajagwoiglreha: 14g ma‑doalsetekeee"Aja:

lso ma‑dohajalsrualsere' lsl (sottSa)Znuana: ls2 sottSaZnebadamedajoM,

sotttarnebajadzane:a ls3 lnebadameda,Inebajad3ane:
154 loanebananne:
wtas.blma lss ZnuideeAe:,lnusdo:st ls6 orernuidMAe: ls7 a:r:hanadana:st
jleck.kbftIS･R¥iSZJfi lss i'otutomotterui lsg zpanedeJa 16o abedeja'
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161 lnrSena: 162 lol'teJl'tenamokamonanedeja'a 163 lnrtetsuanedejaa
164 XandeketedeAjAa:211,xZttemorarllkana:Npt,1'ttemoradide:
?EES.ew.e,･MasiElfi 16s 1'puabeba: 166 lpanebeba: 167 lnwAattene:,rnuibeba:

st 168 rttabeba: 16g rttabeba: uo ta‑buaNamedabeba:
171 diuarurlndarja: 172 ×r:deja,×r'attene'beka,'I:jondanaat
173 bjo:k1'darja: 174 amedatteetarj""a',×amedacj'Sa
175 tagetteetatja:as,Xtage:ndarjAa' 176 etattegtarja:,eSatojast
177 diuad3rsannojondarja:,diuad31sammrSal'da
RIEFdi'!ftEnStSln ls6XourndarjAal'nanendacjAals7daernurndarjAa,da:zowndara
tl! 188 nanda lsg daepa lgo donliga lgl ltsuaiga,ZYsurdalsast lg2 l:bekja,
l'ganaNXI! lg3 darejarrllte lg4 jaranelsotoarutmondatteka
195 kuaruattena:
}{kptlitilZJfi 2o6 moratta 2o7 kecerja' 2os jattarja' 2og kwahetaka

ll6VS')2StSl 241 o:kznro:krnz
373138 iekNrutleiCNasfigSeHif‑tsHifiIP‑ltM7kts
ffitrik･trr9tsth･iemBZiEijl 147 ogire,oginega 14s koraoodz@ire

14g ma"doagedekereja lso koraagereagere,korasaagereagere,
koraageredeba,agenega: lsl Zguna ls2 lgunadeba ls3 rgebajazane,
rgebajadzugane,rgebajad3ane ls4 lganebane
wtee'st4gelilZM lss 1'gue,l'guWàta ls6 waZgugodonatteda,erel'gugodonàteda

157 anohananokire:dagodo
:Eecig.tm, .itgiSZM lss lgudoomòteda,lgubedoomotteda lsg lganedee
160 rgubefija 161 Zgideena:,ikiteena: 162 rgideegutehondene:tal,
na"tattergide: 163 l'gidagunedeet}i 164 Z'ttemoraide,andemoraide
va･ew.b...MeaiSiffl 16s 1'guattenebega 166 rganegabjon,!ganebjon
167 rguattenebega 16s 1'ttatenebega,×1'ttajattabjon 16g 1'ttattenebega
170 amedattenebega 171 ×diu"to,×diuruètenebegje,×diùtokoda

172 1:jo:da,Xrgunebegja 173 bjo:gidenebega 174 amedado
175 taged3idee 176 Zdakked3idee 177 diujisanmideeda
eema･!SZEEivafi ls6 rgugalganega ls7 da:lgubegja lss na"dabe: lsg daga
lgo dogonegatr,dogosaga lgl 1'dzudagaZl! lg2 Zgabegjana,
I:mondabegana:lll lg3 da;jarumo"datte lg4 janegodoarumo"dattega,

janettegodoaruhadzune:,na"tattejarutll lgs kurudoja,kuruttega:
]g2ptectiliifl 2o6 moratta 2o7 kere 2os keda$ll 2og jattane,jattaga,kedaga:

6VilS')?E51 241 arinado:
373331 iEiCMvaeeftiEfAosSItE}W
tSbtf).#Jl .XS}illM 147 ogirojo,ogiruindajo 14s ogiro 14g madoagedekerejo
150 korahajaguragero 151 (sotfie)igurnajo ls2 sotSieigurnattema,

sotJaigurnattema ls3 ettenarane,egebawagarane,egebawaga"ne
154 eganebanane
whsu'axec2kiEfiI lss egua,egtujo,iguabeneuli ls6 oreeigurnodee,oreeiguabeneX}
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157 kire:dana:anohana,kire:dagodo
kX.ssg.ntSXM lss igurbedoOrnotterua lsg igideeguane,igurkine:deetal,
iganejo:nisuabe: 16o iguabefi 161 igideena 162 igideegrutetamarane
163 igideegurne 164 ittemoraidee
IPfflfft'IilstS.fikma2klfi 16s iguagotta,igtubeon,×igasarurgotta 166 igasanegotta,

iganebeon 167 igurnodabe 16s ittagotta 16g ittanodabe,ittanodagotta
170 kittoamedagotta 171 diuaruaentatll,diurriso:da 172 e:jo:da,Xe:gabe:

173 bjo:gidajo:dana,bjo:gidajodana 174 amedadiwnda 17s tagedegododa
Z>,tagediurnda{l},tagedze:2},tagetterae 176 edakedo,edadzuaon
177 thuan jisanmidaida,dirun jisanmideenda
ntma･NigEIX$i ls6 igtugaiganega ls7 dareigtuga lss nanda lsg darega
190 dogogani lgl i'dzuaga lg2 egabegana:,egabeganaje
193 darejaruamondaga,darejaruttte lg4 jaranederrumo"daka,
jaranederuamo"daga lgs kuarurttega
}wtt4eiEM 2o6 moratta 2o7 kerodjee 2os kedejatta 2og kedaga
MUNS')iStSl 241 arioadoganstu,arinadogozaimasulxt
373414 ZIPM=F‑'#iS?3izaeE[rtleFeva

G7tit.#th.Xma 147 ha:nandzdida:ogcrrdinda:
148 namboogZrottemohaogZnagjadzthkansaogvarerthdo,
konasra:hajagthogrroZli 14g <tv=>mandoagero21 lso agerodebana:,
agerottaraagerthnda lsl egane"da ls2 sottSaetteananne:
ls3 etteananne:d3o:,etteawaganne:debaR9ijZli ls4 eganebananne:g
dede.axngeiliSl ls5 egthmonandimoegtu,egdimonammoegth ls6 orja:egth

157 anohanakkokcrre:dagodo:
PLNg･tm･ngiSiSl 158 egdibe:domottera: lsg eganal' 16o egdiMbea:
161 Xegthgana: 162 nammokamoeglte:na:tll 163 egtunojantatlll,
elscrtagtpneant2 164 ettemoraeMbae:na:,ettemore:te:st
va.tilafl",.IikmaiSZifl 16s egdiMbena:Zl1,egdigottant2 166 eganegotta
167 Xegdijontana: 16s ettek￠ttaMbena: 16g ettabena:
17o Xameadidiruljontana:,amedabena: ln didirthjondana:21

172 e:jontana: 173 bjo:grdajontana:,jame:ardijontana:
174 ×ame:ditardittera 17s take:ttehettera21,take:dzdinaes
176 itadzthna: 177 ditudzthsannojonta
eema.NEEillM ls6 ettarae:kaeganegarae:ga ls7 dare:egutga lss nande:
189 darega lgo dogonl#211 lgl edzutga lg2 egambegana:
193 darja:jartumonoga lg4 nambosrtemojarut,

darja:jarene:hitoaarulmongana:,darja:jarene:kotoaruandakkena:
195 kthrutnoga:
}agpttillSl 2o6 moratta 2o7 kero,kedekerotll 2os keda 2og kedagatli

thUS")iklfi 241 ja:ja:doMmoarl'natoga"sui
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373577

岩手県岩手郡葛巻町下町

命令・禁止・義務表現147haja9・。9エr。148

es・ηan翫bamanlanaゆna「曲jo：

14g ma−do：agedaho：ae：jo：daagedek自ro
150 ×e：ts曲9eraretarasassatojar曲用dajo，haja9曲agero

152eg曲na：153
154

151

egana∋：ndajo：

ette：nannε：ndajo，￠ttεawakann鵠mdajo誘

￠gana∋：bananna∋：se：de

強調・詠嘆表現155eg晦鱒1560rja：eg曲a 157 anohana：kGエre：d鴫odo：
意思・勧誘・希望表現158eg曲be：doomotteda：注15g eg曲mond田：ne：na
1600dεre：ja：

161

ettem工t｛￡：na

ikGitak購eslanεma多163

162

ikGitak嘩tetamann紀：na，

ekGIta坤n田ma

164

e㌻tem。rja：tald。m。ma：

推量・様態・伝聞表現165×e9山be：d・m。：na：166 e9anagabe：na：，
egnε：90tta：na：167×ega聡：9ana：168 etta9・tta多注1，ettabe：注2
16g

ett・・。tt・注1，ett・b・・注2176×・med・…注1，・med・be・注2，

×amedagana：注3，amedagotta注4
173bjo：kGエd2：nagabe：唇a

176eda琴碁edz曲oa

174

171×φ曲ttek曲r曲ε：na：172

amedaφ曲：da

18g

dare琴a：

194

jarana∋：t5曲：90doaambe：

dogogan＝

191

187

et§曲9a

195

da「ja：e9曲ndaga
192

e＝9abe：琴a

188

193

nand2

dar2：jart血nda｝：

k曲r曲tte：

授受表現206morat機207 kero 208 keda 20g
あいさつ表現241do：moar恥atogodzanslta

373603

tak鵠：φ曲：da

177φ山dzlsamm工：jo：da

疑問・反語表現186e9山ndagaegan2：ndaga
190

175

e：jo：dε：

kasedaka

岩手県九戸郡山形村大字川井

命令・禁止・義務表現147・9エr。148。9エro
152eg田na

153

ettε・damedad30冒

149

154

強調・詠嘆表現155e鱒1560rげeg蘭157
eklte・na・

162

×kBo・da
175

172

16g
176

173

18g

darega・

190

195

eganc●160

163

dogoganエ

167

164

ettemoraりetε−

e9ガdabe

k工ttoamedabe冒

177

191

e9曲na

e9曲beja

ekエtak曲ne冒

jamε・dz曲9工nojo・da

麗daga

193darε冒jar曲moNga，dar能

授受北見

170

edattad3ε

疑問・反語表現186e9曲Ndaga￠9ane

151

banaNne冒

166￠9anagaNbe

etta四dabe

esaso・da

tage・so・da

159

ekエtak曲te∫o・nε・

推量・様態・伝聞表現165e9曲bε
168ettaNdabe。

egane

agero

anohana曲dz曲9鵬町godona

意思・勧誘・希望表現158e9曲be●d。m。tteda
161

agedekero●150

171φ曲rΣ50冒da，

174

amed3ε響

φ曲d3工saNnojo冒da

187

dar㌍

edz曲9a

jar曲be

194

192

e9鵬a

188

naNdaja冒

egaNbegana冒

jarene蟹90do

ar曲Ndana

k曲r曲Ndattega冒

206moratta

207

kero

208

keda

20g

kedaga

あいさつ表現241ar19adogod3es山
374034

秋田県南秋田郡五城目町新畑町

命令・禁止・義務表現147sa：・91re⑫，。91daraegabe 148 t∫at∫ad・・9エre，
hae9曲09工nebao9曲er曲do：注，hae9曲091nebao9曲rer曲do：注14g madoagere，

madoagedekere，madoagedekeredε

150

mandoage「e，

一268一

ma"doagerètaraagerebaenega lsl (sottfa)egutna 152 setttaegutnama
153 egebadameda,egebajazaneiS ls4 rganebajazane,rganebane
whua.skt!ggreiEl lss i'gut,l'gaSa ls6 orel'gutatta,oeJama ls7 krre:dana:,

k1're:dagodotr
rkwt･KbEiS.n!refi lss l'gtudoOmottera lsg lgane 16o abedee 161 1'gZdeena:
162 Zgldeerltenamokamonanee,l'grdaedae 163 l'gldeegdine 164 rttemoral'de,

×zttekenebega
?kE!.nv5sc.fiieeiStlll 16s lgdibe,×rgdibeJa 166 rganebe,zganebeSa:
167 i'gthnodabe,l'gdinadabe,rgdiattabe:,1'gulattabe: 16s rttabe,

1'ttabejontai 16g rttanadabeon 17o tabdin amedabe,Xtabthn amedabeon
ln ×thop̀togoda,×ditpttekdirdigamoJrene,thtprtuentatai 172 e:e"danatll

173 jamettodenebega,dogogawaregdinebega 174 amedado,amedadoja
175 tageedo,tageedoja 176 Zdeettado,l'deettadoja 177 ￠tp3rsanmldeeda
fiRdi.MEIljIXSI ls6 1'gthgai'ganega ls7 dael'gdiga lss na"da lsg daega

lgo dokkanr,dogoganr lgl rdzdiga lg2 egabegana,e:begana
lg3 darejardittegalll,darejarthmo"dattegeelll lg4 jaranewagenebefa,

janewagenebeJa lgs kutrdittega:
}eet2/iStEt 2o6 moratta 2o7 kere 2os kedejatta,keda 2og kWagedaga,kagedaga

6US')ilZSI 241 arlpadoanStta,egattana:,egattaJina:
374106 twMvadttwMasmaI ffUsuLLFir‑FptH[r
fiitit.antt .Ierlj$iiftI 147 kora:ogXnega,asamadadohaegdiogl're

14s korahaegutogl'redeba,rdzdimadenegeesatterdi 14g madokkoagedekeredee
lso hajagdiagere,hajagthageredeba,hajagthagedekeredeba
151 (sottJa)egdina ls2 sotfaOgthnadebama ls3 egebajazane,
egebajad3agane,OgebajatSZ'kanda ls4 lganebanane,1'ganebane
desc'skg%2Sl 155 l'gdidee,lgthdeba ls6 oreaZgdideba,oreazgdijatta

157 anohanakoe:na:,anohanakokrre:dagodo
kig.kbRIE.nSilllfi lss rgdidoomotterth lsg k'gane 16o abe 161 i'gi'tena:,

rttemXdena: 162 rgltektptedomonane,lgZtektptenamokamonane
163 1'grtegdine 164 !ttemoraete
i[ftgl.)lacflS,.fikmaiEZIfi 16s rgdibenfa,rgtubena,1'gdibeon 166 lganebe,zganebeon

167 l'gutjàtabe 16s rttabenta 16g r̀tabengja 17o amedabenSa
171 diturrso:da, × thtpttekturdijonta,ditprdienta, × didirthdogoda

172 ×e:denegana,×e:doOmodidomona,e:entatli,l'ttaradafatll
173 bjo:grdenebega,bjo:gldajonta,bjo:gldaenta?Ell 174 amedadotll,
amedadidinda?IE 17s tageso:da,tagedoja 176 !dadoja,rdandadoja

177 ml'deda
eema･NEEiltlfi ls6 rgdigarganegatli,rgdijaralganejaraZll ls7 dareeezgthga

lss na"da,na"dabeZll lsg darega lgo dogeniga lgl Idzdiga,Zdzutdera
192 rgabegana lg3 darejarditte,darejarditteja lg4 janegodoarthbega,
janettegodoarthbega,janegodonegabe,janettegodonegabe lgs kthrdittega
IeeptleiSZ51 2o6 moratta 2o7 kere,kedekere,kedekenega 2os keda,kedejàta
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209

jattaga，kagedaga

37441g

ar取jadoegattana：

︐

あいさつ表現241ar10ado，egattana：

岩手県岩手郡岩手町大字沼宮内

命令・禁止・義務表現147091ras弓e
151

e9曲na

152

曾9曲na

153

14809エr。149

agedekeras§e

9tteegenε

eganebanε●

強調・詠嘆表現155eg山・1560r艀eg曲Nda

154

157

意思・勧誘・希望表現158e9曲d・m。ttera璽159
162ek工tek曲tetamarane・

163

168ettagotta
172e・jo・da
176

16g
173

edaso・da

ettagotta
jame●ras曲

177

190dogogan工
194

授受裁見

191

206moratta

207

kero

e9面daNbe冒
171φ曲r曲so

amedasoNda

egambe9ana・

195

208

161

175

ekエtε

na冒

tε

167

darega19曲daga

192

jarane・godoar曲dakkenaサ

e9曲Nbe

ettemore

tage

so

da

da

da

187

工dz曲daga

164

k工ttoamedabe●

174

φ曲d3fsaNnojo

疑問・反語表現186e9山9aeganε9a

egane冒160

eganε9aNbe

170

agero

anofanat∬reNkodana

ek工tc9曲ne

推量・様態・伝聞表現165e9曲dabe響166

150

188

193

naNde・18g

darεr

darega

jar曲dakkena

k曲rt血ttega

keda

20g

k量daga

あいさつ表現241a「エgadogaMs曲

374422

岩手県岩手郡松尾村大字野駄

命令・禁止・義務表現147。91ro
15299曲簑a

148。9エr。149

153ettε》wagaNae

154

ager。150

ager・151

e9甑aj・

eganebanaNne●

強調・詠嘆表現155e9曲156。rε冒e9曲157 an。φanan。klre dana●
意思・勧誘・希望表現158e9曲klnエnattera 159 e9エta9曲ne冒160 e9曲be−
161ek曲tena

162

ek工tena冒

163

推量・様態・伝聞表現165e蝕daNbε
167

×eg〔血nodabε9a・

e9工ta9曲ne

多，e9山be

168

164

少166

eganε9aNbe

×ettekltaNdambε9a冒

170MttoamedaNbe・171軸rlso

ettemo「aete蟹

16g

ettambε冒

da多，×。d3エdek曲r鵬♂da

1739仙wε・war曲e闘d3ane・9a

174

amedad加175

tage・so・da

172

esaso

176

edasoNda新，

da

edakedz罫引177φ曲Nd31saNnojo●da

疑問・反語表現186e戚9aeganega
190dogogan工

194

搬蒜現

191

187

工dz曲9a

jarane・90dogaar曲monka

206moratta

207

k曾ro

da「egae9山Ndaga

192

208

1璽nogana●

195

keda

193

188

na四dε189

dare

r曲moNdaga

da「egaga

k曲r曲Ndatte

20g

k曾daga

あいさつ表現241arエηatogaNs曲

3745g8

岩手県岩手郡玉山村大字臨画字町村

命令・禁止・義務表現14709年工r。d舐148・9年1r・tteba。9孝1r・d艀
14g
注

mandoagedekerona

1539guma

150

agerottaraagerod鵠

，ettewagane●jo言秀

154

151

eguma璽

152￠guma

eganebanannε曽

強調・詠嘆表現155e馴1560ree9田kGエnattera 157 anohanan。k。エreNk。na9。do
意思・勧誘・希望表現158e側bedoomottera 15g egane 160 eg田be 161 ek。甚tena
162ek￠誓tekΨtetamannε

163

ekG誓tεgumε
270

164農ttemora￠tε

ma'igeS'Iikasill51 16s egtube' 166 eganedenega 167 eguadogodabe'
168 ettabe' 16g ettanodabe' yo dzjo'jaamedabe'Zl! ln diuirrso'da
172 e:jotta 173 bjo:g31denega 174 amedajotta,amedadzuist 17s tagedzur
176 edàtadzur 177 diuadztsa"nojotta
ntne.!SZRSS2ifi ls6 egasaruagaegasa"nega ls7 dareegurga lss na"dee' lsg darega
lgo dogonrga lgl edztudaga lg2 egabegana' lg3 darejaruadzur
194 jarenegodoaruamo"dene lgs kurruàtera
wapttcM 2o6 morattadee' 2o7 kerodee' 2os jattadee',kedadee'tw 2og kedaga
6VNS')iEJfi 241 do:moarlljadogodza"sopta
374676 ZIPva‑FcaffitSZMEI]7)k<:IeFH6MsutiiEIT
fi74t'XLLlt.iliiif$gEfiI 147 mo:dzi'kandanaogrro:

14s gakko:saosogdina"gakobrrakutradoogrro 14g madoagero:
lso kobrrakturadoagero: lsl egdina: ls2 egdina:tl!
153 ettewawaga"ne:dzo:as ls4 egane:bana"ne:
whde.drg%81 lss egdibe:domottera ls6 orea:egthnda
157 anohana:donnanZkrre:dana:
keq･tm･ngilan lss egthbe:domotteda lsg egane:ha: 16o eganaega:tlll,
egdibea2112,abetl!2 161 egrtea:na: 162 gkltakulteekZtakthtetamanne:na:
163 egl'takthne: 164 ettemoraete:para:
va.ISIfisc..･fiknviWfi 16s egtu"dene:ga 166 egane:na 167 egthndabe:

16s ettandabe:,ettagotta 16g ettandabe: 17o amedabe:na:tlil,
amedagotta2112 171 dithrrso:da 172 Xe:be: 173 bjo:gl'dabe:
174 amedadzdina 17s tage:dzdina 176 edaso:dana,edadzdina
177 dithdzlsaNnojo:da
eema･iftRl}iStSl ls6 egdigaegane:ga ls7 dareeaegdiga lss na"da lsg darega
190 dogonrga 191 etsthga lg2 e:ndabegana: lg3 darenajarthtteja:
lg4 dareljajarane:tteja: lgs kdirthttega
}agpterefi 206 moratta 2o7 kero 2os keda 2og kedaga:
bLNSoiltEfi! 241 arzpado:noasth

374746 ZEilM‑Fma{ii#5MWne]N!i;ieidig
tflrtti}.Xilt.Ximel 147 ha:ogero: 14s hajagurogerokora:,
hajaguiogedeko:kora 14g mado:agedekero: lso hajaguaagerode:ba
151 egurna: 152 gguanade:ba ls3 egurnade:ba,etteawagannee:st,

Xgtteawagannee:dzo:st ls4 Xgganee:banannakvtesa
wtss'blqSEiSilfi lss eguregvaZll ls6 oreigaeguagodonrnagteda

157 anohana:kclre:dana:
kl･kbEit.ng21afi lss egurbe:doomotteda lsg egane: 16o elsrube:si
161 ettekcite:na:,ekGite:na:st 162 ekitakuitenadomoSe:ne
163 ik!talsurne: 164 ettemoree:te:na:
}lfiil.Jlik!3S.fikeeiSi51 16s Xegutbe:igana: 166 eganae:ndabe 167 eguiNdabe

168 ettekitandabe: 16g ittekitandabe: 17o amedenee:lsana:,amedabees
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171 ×thuattekiso:da 172 joejo:tana: 173 tsuarairooawaruagakkena:,
dogogawariguanae:nogana:g 174 amedattedadzo: 17s tagae:dzui:na:
176 etagSadzur:na: 177 dirud3isaNniniteNna:
eema.ifiEgniltgl ls6 eguijo:ninaNganadodaga ls7 darenaikuilja lss nandaja:
189 darega 190 dogoniga lgl etsvlja lg2 jognogana: lg3 danajaNhande:
194 jarane:ttegast lg5 kuarurttega
WilZSI 2o6 moratta 2o7 kero 2os jattakkena 2og kedalsa:

asVS'pth 241 korewakorewado:moswmimaJen arigado:?Ell

374791 ZliMremeagKXMwrZ.Rgg9tssu4e*ti<
ffii4}.tcilt.geiliilXijl 147 hajoog!dogaNse 14s ogi'ro: 14g sogo:agedogaNse

150 agero 151 gttogaNsdina ls2 egutna ls3 etteadamedadzo:

154 egane:bananne:
thsc'bl4$Ei}S2Sl lss egdigodondisZda: ls6 orenaegdibe:domotteda

157 anohana:k!re:dana
kEt>H"･eniiE.nSilafi lss egdibe:domottera lsg eganagbe: 16o gganaega
161 ekrte:na: 162 gkcZte:nana: 163 ekGltagrkne:

164 ettemore:taedomona
?EEig･iac!3S.iikmaiEifl 16s xegdigadoomo:domo 166 eganagabe: 167 egdindene:ga

168 Xgttagadoomo:domo 16g ettandene:ga 17o amedene:ga
171 didiri'so:da 172 Xe:dene:ga 173 bjo:grdene:begana:
174 amedadzdi:dzo 17s tagse:dzdi:dzo 176 gdadzdi:dzo:
177 didid3thsaNnojo:da
fima･iSilmeSl ls6 egdigaegane:ga ls7 dareoaegtujo:nnagga lss nanda
189 darega 190 dogonrga lgl edzdiga lg2 e:nogana: lg3 Xdarea:
194 jaranaedzdigodoljaardiga lgs kdirdittega
waptikifi 2o6 moratta 2o7 kutrenaAega2iE 2os jatta 2og kedaga:
asVS')eSZ]fi 241 do:mooari'a"to:oodzagmasth
375064 jllLCNvajESCNitiecJ';llEFill!lflT

fSilreSit･XLLlt.Xiff}ilglill 147 hajaguogire,hajaguogireSa 14s tSatttadoogire

149 menkegaramadoagere lso tràtfadoagereteba lsl (sottia)eguna
152 sotttaegunateba ls3 egebadamedadeba ls4 eganebaegeneja
desu'zz4%:lf1 155 !gu 156 oreoal'gunada ls7 anohanakire:dagodo
kS.2EhkiS.nSXM lss i'gugadoomottezda,xgudoomottezda lsg lgane
160 'iganesdiga 161 l'gidena: 162 rgidegutedornonane,

Igidegutenamokamonane 163 lgidegune 164 Xittekerebal':,
Xandekerebar:
va'ew.e,,･fikee2SZIifit 16s jUgubekaratl! 166 kittorganesultE

167 XZgunodenesdika 16s Z̀tabe 16g Z̀tabe,Ittanadabe
17o kìtoarnekodabe 171 ×diùtekuruenta 172 Xebedoomou
173 bjo:gidenebega 174 amedadose 17s tageettasthna 176 Zdàtadoja,
l'deattadoja 177 thu3isanmidaida
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Rifdi.NIEiSilfi ls6 rgugarganega ls7 darelgudaga lss na"dabegaill lsg darega

lgo dogogani lgl rdzuga,rdzudaga lg2 e:bega,igabegana
lg3 darejarumonda,darejarumondastu lg4 NRtal lgs kurusodattegee
ptxxptiiE!ijl 206 moratta 2o7 kere 2os keda 2og xjàtabegatai,kedaga

toUNS'PtcM 241 gome:wagukagedasutna,ofosdigattasdina
375213 jEZCMR{M#tntKi!fi7k)F!rLltta7kpljI?e

in<t.'rd'V' .iSSESZM 147 oglredee 14s ogiredEe￠li 14g ageredee lso gu:doageredee,

gudoageredee lsl (sottta:)eguna ls2 rguna,Ìtattejazanedee
153 lttattejazanedee,Zguna ls4 1'ganebana"nedee
deas.blngeasl 155 Zgu ls6 oreZgu,oreZgunaZll ls7 anohanakkokire:dagodo,

anohanakkokire:dana:
bi･ebkiE.nseilZJfi lss lgudoOmotteru lsg rgane 16o rganegade,rgode
161 rgidena: 162 rgide 163 rgidagune 164 rttemoraide,andEmoraide
va.Jlsc17S,.fikma21ZSI 16s Zgubede 166 Zganebeon,Zganegabeon 167 lgubeon
=Ji'
!IJa

168 rttabeon 16g Zttabeon 17o amedabeon 171 ×diuttekurubeon
172 ×1'gabeon 173 jametodiu:da,jametodiu:Jitera 174 Xamethuridadoja,
Xame6uridabeon 17s tagedoja 176 ×1'deettana,ldmttadoja
177 thu3isanninidajo:da,diu3isanmidajo:da
eema.iSZEkiSZSI ls6 egudagaeganedaga ls7 daregaegudaga2iE lss na"daga
lsg darega lgo dogogani lgl 1'dzdiga,Xdzthdaga lg2 rgabegana:
193 dareeso"tagodojarudarana,dareeso"tagodosurudarana
194 janettegodoaruttega lgs kuruttega
Eijpt!liiSZSI 2o6 moratta 2o7 kere 2os kedejatta,keda 2og kedaga

toU6')iftlfi 241 egattana
375279 jEICNXMIit#5NtRtwEU'tsenpa‑FrpctleeNtlptIR2F<
ditrk'afilltilt'XiSEveEEI 147 hajagurogire 14s idzutmadenedertuga,hajagvaogire

149 madoagedekere lso madoagere lsl (sottSa)egurnajo
152 sotttaieguanatw ls3 ètattejazane,ettattedameda ls4 eganebana"ne
taff'sk4S$tlfi 155 egut 156 oreaegva ls7 a:anohanama"dztukiredana,

a:anohanama"dzuakiredagodo
:lit)a.2enEi}･n¥iilllfi lss egodoOmotterua lsg egane 16o egodee 161 egideena:

162 egideekuatetamarane,egideekurtetjane21i 163 egideeguane

164 ettemoraidee
va'Ilkf/S,.fikmaiSZSI 16s eguabedee 166 eganebe,eganebeo" 167 egvanodabe,

Xegvanodabeo" 16s ettabe,Xettabeo" 16g ettabe,ettabeo"
17o tabuin amedabedm 171 diuiriso:da,×diuaruidogoda211 172 e:jo:dana:,

e:jo:dana 173 bjo:gidajoda,bjo:gidajodana 174 amedaso:da,
amedasoda 17s tageeso:da,tageesoda 176 edad3rna: 177 ditujisannojo:da,
diurjisannidajeda,thurjisannidajoda,diuajisannidana:
eema.iSZIiErefi ls6 eguagaeganega ls7 dareeegtuga lss na"daga lsg darega
lgo dogogani lgl edzurga lg2 e"dagana:,e"dagawari"dagatll
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193darejarulmondaga

搬裁見

206

moratta

194

207

kere

jaranegodoar四mondaga

195

k田「田ttega

208

209

jattaga

keda，kedejatta

あいさつ表現241hond3ine∬na：
37538g

岩手県岩手郡雫石町11：地割字下町

命令・禁止・義務表現147。9ろ1nega
150mandoagerod田・
154

151

148・931r・dε

eg田na

152

149

egumad跨

mand・agedeke「。

153

egebawaganε

eganebane

強調・詠嘆表現155e9田156・ree9田157

an。hanakk。kGエre

意思・勧誘・希望表現158egukqnatte川159￠9anekGエna
161ek。エt・…162

ek。エt・坤t・h・nd…163

dana
t

te即160

ekG甚t・・田・・164

推量・様態・伝聞表現165×e醐9am・5エrene 166 eganegabe 167
168ettagotta 16g ettagotta 170 kGrtoamedabe 注
171

172￠・jo・da

×φuruIbettos工teruI

amedadzuI言秀多

175

tage．zu1

・

187こ口re壁guIga

191e・z四・・192

dogoganI

195

bjo：9年工dajo

e9田n。dabe
da

174

amedajo冒da，

176ed・d・177φ㎝dzエ・anmエd・d・誘

疑問・反語表現186egwgaeganega
190

173

eganε9a

et仁emo「aetε

e・9・n・193

188

nanda

18g

d・・e」・・田be冒194

darega

nantatt・」a「田

kulru互ttega

授受表現206m。ratta

207

ker・208

keda 209jattaga新，kedaga誘多

あいさつ表現241ar功ad。gan釦
375459

岩手県盛岡市上米内面面

命令・禁止・義務表現147・9エr。148・9エr。its曲madeneter曲注149
150imaa…。tt…k・エk…k・tt…151

e・曲・・，e・曲na」・152

mad。age「0
e・田・・注，

egumatteba 153 ittewawagana1 154 eganebane田
強調・詠嘆表現155i9山」・156。re￠9山157 anohanak￠エ「edagoto
意思・勧誘・希望表現158eg山kG工nattera注15g eganε注160 eg曲be：注，eg曲e：de田
161

ikGlte：na：

162

164

ittemoraエtε田

nantatteikG工te田漁a：

163

ikGlta91＝1nε：

推量・様態・伝聞表現165e9曲90tta 166￠9anε9・tta 167 e9曲nodagotta
168ittagotta 16g ittanodabe：注170 tab曲n amedagotta注，
×・m・d・d。・m。・注171×φutt・k田・田・・注1，φ曲・1・。nd・注2172

173bjo：9エrasロ共，jamjε：n。」・nda
×amedadz曲na

175

tage：dz〔血：

174

176

e・a・・nda

amedadz山：，amedadz曲，

etattadz1血：

177φIud31sannojonda

疑問・反語表現186egasa紬9aegasarane：9a 187 da「εe9曲9a，×da「e副na「曲9a
188nanda注18g darega 190 d・9・nエga古，d・9。gan1191￠dz曲9a
192
195

eganbegana

193

darejarulkkena

194

jarane：deeraene考マ主

ku竃ru量tte注

授受表現206morata

207

kero

208

keda，jatta上20g

kεdaga

あいさつ表現241adgadogoansΨ
376057

秋田県河辺郡雄和町相川字高野

命令・禁止・義務表現147・9iredεja：1489u：．9ud・hajagu・9ire，
一274

gu:gudohajaguogidekoe 14g ma"doagedekere lso sasahajeeguagere
151 (sottja)eguna 152 tedemottesottfaeguna,teedemottesottSaeguna
ls3 egebajazagane,egebajazane ls4 Iganebanane,×1'ganebananena

wtsc･blgSIEIglSl lss egufi}> ls6 oreZgu ls7 a:i:hanadana,

ae:nabo:kire:dahanada:$
keEi"･en9S.n$eStlfi lss egudoomotteru lsg egane 16o egodeetll1,abedeetl!2,

abedee,abede 161 rgidena: 162 Z'gideguteSo:ne:,
Zgidegutenamokamonane 163 rgidegune 164 1'ttemoraidE,andemoraidE
va.JISIFS,･fikmaNfi 16s rgubere 166 lganebere 167 lgubete,1'guadabete
168 :ttabeono 16g Z'ttabeon,rttanadabeon 17o osoraguamedabeSe
ln diurue"da,×thuttekurue"da 172 e:e"da 173 bjo:gidaenda
174 amedadojee 17s tagedegotta,tagedojee 176 Zdettatojee

177 ￠u3isanmideda
eema.NftSZIfi ls6 egugaeganega ls7 daregaeguga lss na"dagee lsg darekaZli
lgo dogonega lgl edzutga,edzutdaga lg2 e:nogana:,e:nagana:
193 darejarutte lg4 jaranedeogumo"daga lgs kuruttega
waptiSiERi 2o6 moratta 2o7 kedekere 2os jàta 2og kedaga
6VSoilllfl 241 egattana:,o:ginio:gini,do:modo:rno
376175 twMRIt"g[IIISi!gfLLIaklH]1ptij*ll5StiZXg*Hny

de4).Xilt.geiESilXESI 147 ogl'reogrre 14s ma"daogrnegaogzreog!re

149 agedekere,agemenega lso rdzthma"demoagenega,ma"doagere
lsl (sòrrsa)l'gthnatli,(sotJrsa)rganemenegatll ls2 sòSargdinama,
hotfargthnama ls3 rgebadameda,!gebajazagane ls4 lganebadegl'ne

1'gca oreXgdi
dess･skma155
156e:na:krre:dagodoe:hanada
157 , ,
'
e:hanadagodo

kkki･enIS.itgiSllfi lss IgutdoOmotterul lsg rgane,rganeho:e:X}l,egane
16o abema,abebae:ne,rgdibe: 161 rgdidena:,Zgrdena:Zll

162 Z'gdidagditenamokamoname,l'grdeSrtenamokamoname,
rgrdethtptenamokamoname{l> 163 ZgZdegdine 164 Zttemoradideilf,
rttemorardesuZll
ve.)tsk!9",.fikasljIZSI 16s rgdidenebega,rgutbeono,rgdibe: 166 1'ganedenebega,
!ganebea:tal 167 rgdibeo,rgdidogodenega 16s 1'ttadogodenega$ll,
!tta"denegatll,Z'ttabetai 16g rttadogodenebega,rttadenebega
170 amedabea: 171 dioprthenta,×￠oprdindenebega 172 1':entana:,!ttana:

173 jamètomrdetta 174 amedado,amedadoja 17s tagettejdi:,
tagettejca:kena:,tagedottejtu: 176 i'dadona,rdadottejth:,
Zdadottejdi:kena:,ldathtpda 177 thtp3rsanmrdetta
ftre.!Silntrefi ls6 rgdidagarganedaga ls7 darelgdidaga,daregaXgdidagaZll

188 nandats,nandabe‑lt lsg darega} lgo dogogan!,dogogasa
lgl rdzdigadaga,rdzdidaga lg2 e:gana:,e:dagana:,e:denebegana:
lg3 dja:dzdijartumo"dagatli,darejarthmo"dattto
lg4 janettegodoardimo"dàtega lgs kdirdittega
275 ‑

}eept27ESI 2o6 moratta 2o7 kere21,kedekere2IE,kedekenegaZll 2os keda

'

kedejatta 2og kedaga
MVS')iSZSI 241 egattasdina:
376242 iie;(divatui[diSfteeHl]'il±;GIH]'

6}itti}.#th･Xma 147 haegdioglre 14s Zdzdimaaemonededemodegrne
149 m5doagedekere lso ageretteieba lsl (sotfa)lgcana ls2 sottfargdina
tw ls3 Zttattedegrne,Zttattejad3zgane,rttattejazane,rttattejad3ane
154 1'ganebadegrne
whss'st4S5ilfl ls5 rgtu ls6 oreZgtu ls7 kZre:dana,kl're:dagodo

kK･tm.ntSXM lss ZgdidoOmotteda lsg Xgane 16o rgodee,abedee,rganega
161 rgldeena:,Zttemldaena 162 Xgldaegditefo:ne,!grdegultenamokamonane
163 'Z9Zdegdine 164 XZttekerebae:na,Zttemoral'dee
?EEij')tskF",.tikmaiasi 16s Zgdibeonotr 166 rganebena,rganedogodenebega
167 lgtudogodenebega 16s 1'ttabena:,1'̀tabeono 16g l'ttabe,

rttadogodenega,rttabeono 17o tabdin amedabena,
tabdin amedadogodenega 171 ×ditp̀tekturthdogodenega,dioprinjonta

172 l:jonta,×lgabena:,×l:dogodenega: 173 bjo:gZdadogodenebega,
bjo:g!dajonta 174 amedathtp"da,amedado:,amedado 17s tageeditp"da,
tageedojo 176 rdado,rdadojo,Zdaditp"da 177 thtp31sanmrdeeda,

'

ditpz;sanmrdenta

eema'iSZEEiESI ls6 Zgthgal'ganega ls7 dareZgdiga lss na"da,na"dadogo
189 daregaJl̀ra lgo dogoganZ',dogogaSrranr lgl zdzthdaga,zdzthgaS!ra
192 1'gabegana: lg3 darejardi"datte lg4 jaranettegodoarulttega,
jaranegodoarthmo"daga lgs kutrdittega,kutrdittaga
]g2ptlltillifi 2o6 moratta 2o7 keredee,kenega,kedekenega 2os kedejatta,keda

209 kedaga
asVSOiliSi 241 arl'oadoozansdi
376466 ZEil2M;￡li21IeaSsetwEITHestlieiliEHM

6}iE?r･titrtbl ･XiiiiffSl 147 ogl'rje 14s ogZro 14g ageroje lso agero lsl LguanaJe

152 lguana 153 1'ttewagane"d3e ls4 lganebane"d3e
desc'skeeiWEI 155 Zgur ls6 orel'gtu ls7 areklre'nahanadana
lw! g･en9E･ngiSgil lss lgu:"betomòtera lsg rgane' 16o i'gusNbe 161 1'gZtena'
162 ZgXtakuatetamane' 163 Zgl'tagurne' 164 XIttemoranebane'
=llt

#kE!.)ii31flSt.fikma21gfi 16s ×zgrugamojzrene' 166 xganegamoszrene'

167 'igUinodaro: 168 1'ttagotta 16g Z'ttagotta 17o tabui"amgda"be'
171 diurrlsoda 172 l''jo'da 173 guaje'warl'jo'da 174 amenajo'da
17s tagediui"da 176 ldattadiuiNda 177 diui"dzutsaNmtte'da
fine･iSZI"iSIZn M 186 igurgai'ganega ls7 darei'gtuga lss nanrda lsg darekaoa

190 dogoganZ lgl 1'dzurga lg2 1''nogana' lg3 dare'jartube'

194 jarane'godane' lgs kurrcudza'
}l2ptlltilV;l 2o6 mota 2o7 kero 2os jàta 2og kedaga

‑ 276 ‑

あいさつ表現241arエ9atogodzaNs田

376593

岩手県稗貫郡大迫町内川目23地割

命令・禁止・義務表現147。9エr。」・148k・ra・9エr。149・：mand・agedek曲re
150

koramandoagero

151

eg曲na

152

koraeg曲na

153

ettewaikenae，

ittewawa9鋤ne注，ittewawaganぬae注154×俘9曲ndagara，
egan・b・漁・nda9・・a誘，eg・n・b・n・9a・a誘注

強調・詠嘆表現155e9曲156。ree鱒」・157

kエre：nahanadana，

a：anohanawa曲ts曲k曲si：halladana
意思・勧誘・希望表現158e9曲mbet。。m・tter曲誘，g9。：9at。・m。tter曲多
15g

egane：jo

160

ego：jo，eg曲beja誘注161

162eg工taendagana：，eglte：domona

163

eglte：na：誘

egエta9曲nae，eg工ta9曲ne：言秀多・

164ettemoraitaina：，ettemoraitε：na：言秀多

推量・様態・伝聞表現165e9曲dar。：注166

egane：daro誘，egane：be誘少

167e9伽・dar。：多，e9曲ndabe少，e9囎・dda誘注168

ettabe：，ettagotta誘注

16g

tab曲n

ettadar・：多，ettandabe：少，etta9・tta誘注170

amedar・：多，

tab山n amedabe：誘少171φ曲rlso：da 172 e：」。：dana
173bjo：k冗d3ane：9ana 174 am奮datoj曲ttajo，amedadz曲jo言秀多・
175

tagaedz曲jo，ta9ε：dzt血jo言秀多

疑問・反語表現186eg曲9aegane：ga
190

dogogan1

191

194d3ettε：jar曲

ets曲ka

195

176

edattadz曲jo

187×dare胆188

192

e：no葛ana

193

nanda

φt血dz曲sannojo：da

18g

dar鴫a

darjajart血nbe：

k曲r曲tte：

搬尊見 206moratta 207 kero 208 keda 20g
あいさつ表現241do：moa「10ato・do：modo：mo

376624

177

kedaga

岩手県下閉伊郡川井村岬町歌境1地割

命令・禁止・義務表現147haja9曲・9エr。148
150age「oja∋：
153

151

e9曲najo

etteaegenε：dzo：

154

haja9山。9＝r曲Nda

152

157

kc1re：nahanada専odo
意思・勧誘・希望表現158e9曲be二do。mottera
eklteana：

162

164

159

ettabena

171×φ曲tt・k曲nd・n・・9a

166

170

160

e9曲bea

egane：denε：9a

tage：teradzo：

176

167

e9曲ndenaエ9a

amedenaエ9a，amedene：9a

172×」。md・n・19・注1，×e・nd・n・19・注2

173bj・：ゆdene：9a，bj。：填rasΣma共174
175

e9曲moNka

ettemo「alta工

推量・様態・伝聞表現165e9曲ndenaxgana
16g

an。hana：kGエre：nahanada注，

e辱！tak曲tee辱1tak曲tes山jo：期anε：na：

163e蕃1tak曲nε：jo：

168ettabe：

mand・ager。：

eganε：banε：

強調・詠嘆表現155e9曲be：156・re：e9曲9a

161

149

e9曲na：注，ettewawaga凹nε：jo

etatta：dz曲dzo：

amedadz曲dz・：
177φ竃血dzisann曲n曲te「曲na，

φt血dzisannojo：dana

疑問・反語表現186e9囎aegane：9a 187 darja：e9曲9a，darja：e9曲90donlna漁9a
188na蔦da：no注18g dareg明a 190 dokkan1191 ets嶋a 192 e：ndabegana：
193darja：jar曲mon零a：，×daremojan塩e：dzo

一277一

194sarlm曲rljanneabane：dzo：注，jar曲mondenε田：dzo 195 k曲「曲亀tega：
搬表現206…att・・z・，・…att・…」・・207 k・・…唇・208 k・。・t・亀・・注1・

×kG曲teta：」。注1，keda注2，×kedaj。注220g

jatta：9a：上，kedaga多，

k曲redaga程

あいさっ表現241ja：do：modo：mo

376686

岩手県下閉伊郡川井村小国字永田26地割

命令・禁止・義務表現147makエk。dz曲kandaj。：注148
14g

maklkoto：agebea：注

150

153etteawagannε：dzo：誘154

強調・詠嘆表現155eg鵬a
161

162

eg工te：na：

152

eguma

eganε：bannε：

egt血be：domotteda

15g

eganε：

ekltak曲tetamanne：

163

ek工tak曲ne：

168gttambe：

167eg曲ndabe：
φ山r曲jo：da

egane：ho：a￠：ndene：9a

165e・曲nd・…9・166

推量・様態・伝聞表現
171

151

1560re：eg曲157曲dz曲9鵬虹hanadana：
158

意思・勧誘・希望表現

NR

makエk・dz曲kaロdaj。：注

16g

×φ曲ttekGfso：da

eg曲bea：

164

ettemo「ε：tε：

eg…9・b・…注1，eg・n・・9。tt・注2

ettandabe：
172

160

170

×jogabe：

ameda：be：
173

bjo：kGlda：be：

，

175 tage：dz山： 176 edadzt血： 177 φ曲dz工saNnojo：胃da
174ameda：dz曲：
186
eg曲9aeganc：9a
187 dare：￠9曲ga 188 nandabe： 18g da「ega
疑問・反語表現

190 dogonlga 191 edz1血ga 192 jogabe：gana： 193 darε：jaPPe：
195 k1血r曲tte
194 jara漁e：90toaar止Imonde夏e：
207 kero 208 keda 20g keda：9a，×adz曲gatta：9a
授受表現206m。ratta

あいさつ表現241ar陶atogodza且mas曲「曲

376718

岩手県宮古市愛宕1丁目

命令・禁止・義務表現147・9ir・：・9ir。：ミ主148・9ir・。9ir・注14g
150agerotemoage篁ε＝ka，nani∫iteagene：，agero

151

agedeker・：

（sottsa）工．9una：

152sottsaiguna注153 ittewawaganne：154 iganε：banannε：
強調・詠嘆表現155igube：156・reηaigubε：157 an・hana：riPPadama：
意思・勧誘・希望表現 158 igubε：doomotteru 159 ●19ane： 160 igubε：
161

ik毒tε：na：

162ik薯tak撃tena：domo

163

ik甚tagune：

164

ittemo「e：te：

推量・様態・伝聞表現 165 igugotta：na： 166 igane：90tta： 167 igugotta：
168
注

16g

ittagotta：
172

itta9・tta・170

tabun

am・d・・b・・171φu・i…da・na＝

173ambe：胆wari：」。：da：na：，bj・：kin。」・：da：na：共

e：jo：da：na：

175

174amedajo：da：na：

ta9ε：φu：da

176

ita：dz工：ηa

177φudzlsanmitε：ta

疑問・反語表現186igugaigane：9a
190

dogoda：9ani

194

janれe：godoとjaammoηka

授受表現206moratta

191

207

187

dar明aiguga

idz1datta：9a
195

192

188

e：9ana：

nanda：ja
193

189

da「e9明a

dareηaja「utte

ku漁da：te

kere，×kedoganse上208

keda：20g

keda：9a

あいさつ表現241ariηata9。dzensI
377033

秋田県由利郡大内町岩谷町十二柳

命令・禁止・義務表現147sa。9エre。9エre

148

一278

mandanedadd。90dagahae9曲。91re

14g ma"doagedekeredae lso ma"daagenedogodagahaegdiagere
151 (sottta)egthna 152 so"tfaegutnattegettan! na"boCttemowagarane,
sottfaegdinattegettanl ma"dawagaranegama,
sottSaOgdinattegettanrma"dawagaranedogogama ls3 Cttedamedazo,
egebadameda,egebajazagane,Ogebajazane ls4 rganebadegrne
dess･drgSelasl lss rgth ls6 oreZgthnaja ls7 klre:dagodo

kg.en9E.ngiiSiSl lss 1'gdidoOmottelda,rgdidoOmotteda lsg l'ganed3a
160 rganegad3a,abed3a 161 rgxtdena:,rttemrtdena:
162 rgrdakthteho"dene 163 rgrdagthne:d3a 164 1'ttemorardenatai
iEfi!.tsRj9",.fikmaiSXfi 16s rgdidene:deroga 166 1'ganederone 167 rgdinadenega,

1'gtunadadero 16s 1'ttanodenegadja,1'ttanadenegadja,1'ttanadadero
16g 'Zttanadenettega,rttanadene:deroga 17o tabdin amedene:derogaXll,
xtabdin amedene:deroganaXE 171 ×ditpttekturdijo:da,
×￠opttekthrutjo:dana,×diop̀tekdirdijoda,×ditpttekthrdijodana 172 e:joda,

×e:jodana,e:eda,Xe:edana 173 bjo:grdadogorodene:deroga,
bjo:g!daenta 174 amedaso:da,amedajo:da,amedadica"da 17s tageso:da,
tagethth"da 176 edettadoja,edettadidi"da 177 thtp"tSl'sanmrdeda
eema.!SZEkSllill ls6 lgdigalganega,Zgutjararganejara ls7 darealgdijara

lss na"da lsg daregana#.,darega lgo dogoganr lgl Zdztuga
192 r:derogana,e:derogana lg3 dareajartumondattee
194 jaranettegodoartuttega lgs kdirdinadattega
EEptlt$Zlfi 2o6 moratta 2o7 kere 2os keda,kedejatta 2og jattaga,kedaga
asUS')ilZEEI 241 o:grnro:gZnr,o:godome:wagdikageda,o:godome:wagdiJrmatrta
377261 ijeS(NMftLIi[#IS{utMjFEt)Eevlfi

tSbk.ijth.XiiSZSI 147 ogireogire 14s koreogirettaraogire:
149 mado:agetekere lso agerettaraagere lsl (sotfae)iguna
ls2 sotSaeittattedegine: ls3 igebadegine:ss,ittattedegine:tl!
154 iganebadegine:
ksu.bl4S2ikiftl lss iguigu,igubeseta! ls6 oreigu ls7 anohanakkokirendakoto

$,anohanakkokire:dana:
ie5t)ig･kbfiiE.nSilZ51 lss igogatoomotera,igotoomotera lsg igidegune 16o abe
tll,iganegaabetl! 161 igide:na 162 igidegutteite,igideguttetamarane,
igideguttesikatane 163 igidegunena 164 ittemoraite:
?EEtil･)Sl!7S.fikmailtlfi 16s igubese 166 eganebese,eganebena: 167 !gunandabe:

16s ittambe,Xittambeka,Xittambese 16g ittanandabe: 17o amedabe:
yl diurisonda 172 isasonda,Xienta6tli 173 bjo:kidaenta,
jamettomitenda,jamettodaenta$ 174 amedado:,amedadiunda
17s tagediunda 176 idattado:,idado:,idattadiunda 177 diudzisammitetta
eema.NRE71ZM ls6 igugaiganega ls7 dareiguga lss nanda lsg darega
190 dogoga lgl idzugatli lg2 i:gana: lg3 Xdaremojaranebe:
lg4 nadekadejanenebese lgs kurutega
}agpttili51 2o6 moratta 2o7 kere 2os keda 2og kedaga$ll
279

あいさつ表現241dzuPParimo「o：temembokunemans1
377312

岩手県和賀郡沢内村大字川舟字高下30地割

命令・禁止・義務表現147・9肋148。91r。149
151

エgumajo

152

エgulna

153

agedeker・150

エttenaNnε

154

ager・

19anebanaNne

強調・詠嘆表現155工9田1560re工9田157 anohanakkonokエre：dagodo
意思・勧誘・希望表現15819曲edoomottera 159エ9anegabe 160工9田beja
161

工9工dεna・

162

＝9工dε9田tehoNdenε・．163

＝9工de91皿nε●

164

冗ttemora工de●

推量・様態・伝聞表現165×エ9田9am・s町ene：166エ9anε9am。s田「ene
167

工guldogodabe

168

ettabe・

171国璽r工soda

172

175tagedz曲・

1761dakedo

16g

×egabesoda

ettabe

173

170

naNda

18g

dafeka

193dare・jarulbe・

搬裁見

206

morata

207

174

amedadz田

177φudzu15aNm工te：da

疑問・反語表現186ettarae：9ana￠9anegarae：Ndagana
188

tabu：Namedabe：

jamettorasul：

190

dogogan工

194

jarane

kero

208

191

187

90todabaneNda

keda

209

da「e蟹穿馴9ana

工dzuldagana
195

192奪9aNbegana

kuIruldogoga

jattakeka

あいさつ表現241ar19atogasIu，o：k工凪

377464

岩手県花巻市四日町

命令・禁止・義務表現147。眺end3e注，。9エ∫e注148
14g

mandoagedekero

153ettewaOanれe：

150

154

agerod3a：

151

k。rjaogXro注

eg曲na

152

eg曲nadebba

eganebane：

強調・詠嘆表現155eg曲e鱒1560ree鱒157 t￠1r奮：ndaja：
意思・勧誘・希望表現158農9曲mbedoomotter曲15g eganε160 eg曲mbe 161 egIdena
162nantatteegエde蕊a

163

eglda9曲nε：

164

推量・様態・伝聞表現165×e9眺am・slrene：166
168ettabe

16g

170

amedabe

171φ曲「曲sonda

bj・・9・n・」。d・，」・m・tt・n。j。nd・誘174・med・φ曲nd・古多，

amedadz曲新175
177

eganε9asエrene：167￠叫mbe

ettagas曲rene，ettandabe言秀

172e・a…d・173

ettemore：te

tage：φ曲nda多，tage：dz曲176

eda仙nda多古，edadz山新

φ曲dz曲sanm工teda

疑問・反語表現186e9山9aeganega
18g

darega

190

194

d3ette：s曲r曲d30：

授受表現206m。ratta

187

dogogan曲

207

191

195

dareOae9鵬a，darjae9曲9a誘多188

edz曲9a

192

egambegana

193

nanda

darε：jar山be

k曲r曲ttega

ker。208

keda

20g

ka∫edaga多，kedaga誘古

あいさつ表現2410ar山9at。：gan船上，do：moar曲gad。：注

37771g 岩手県下閉伊郡山田町字大沢
命令・禁止・義務表現147edz曲mademonedene：dehaja9曲091rodza
148haja舞曲091ro亀しara
150

14g

haja9曲agedekerotもara

151

sogonomado：agedekero
eg曲na

152

eg曲nattara注，eg1hna：

153ettea：dameda，ette：wagannε：dzo注154奮9anε：bane：

強調・詠嘆表現155e鱒sa：1560reOa￠9曲nda

157

意思・勧誘・希望表現158e9山be：d。m・tter山159
280

a：nohana：喚ts甑鵬1ma：

e9鋤agabe：d。m。tter曲，

egthmoNtsa: 16o egane:ga,egthbe:ggcabe:tai 161 ekrte:na:
162 ek}'takuttegkl'takuttesjo:pane: 163 ekltakulne: 164 ittemore:te:,

× ittemore:te:nda:

lffIS.ew.e,.fiimaiSiSl 16s egdindabe:na: 166 egane:ndene:lsa:,eganagabe:
167 egutndene:ga,egthndagottatai 16s ittandene:lsa,ittandagottata!

169 ittandene:nolsa 17o tabinNamedabe:,XtabutNamedabe:na:,
amedagotta:nS?El! 171 didirrso:da,×dithr!so:dana: 172 josaso:da

173 bjo:krrasZ:tal,bjo:k1ras1':na:tll 174 amedaso:da:,×amedaso:da:na:
ameda:dzth:lik,×ameda:dzin:na:iili 17s tage:dzth:,tage:dzdi:na:
176 eta:dztu:{kF,×eSa:dzdi:na:fa,etaso:da:ff 177 dithdz1saNmrde:da:{i5,
dithdz1'saNno:jo:da:
eel7di.5ZESi51 ls6 egutgaeganaega ls7 dare:egullsa lss nanda lsg darega
190 dokkanr 191 etsdilsa lg2 e:ndabegana: lg3 darja:jammoNiga
194 janne:godoa:ardimoNlsa lgs kdirthtte
Iagptt2St51 2o6 moratta 2o7 kture,kerol 2os jatta‑lt,kedejattafa,kedafa

209 kedaga:
MVS'Diliilfi 241 o:kinioari'natogoansth
378065 twNvaM*gastlJeklil]rMIIgtPITVi:R

6it<t･ru.IesesiJfi 147 ogidaho:e:Xll,ogidahoe:tli 14s haegurogire
14g ma"doagedekur:kiko:kanJitaho:e:denegatll lso gurgrudoagere
151 (sòSisa)egu:dogodene ls2 setfa'ettattedameda,sotSaiegtunami

ls3 ettedegine,ettejadzuagane ls4 iganebane
esas.bllgliStlfl lss egua ls6 oreeegua,oreeegtunada ls7 kire:esaidedana,

e:gussaidedana e:godoe:godo
' igodoOmotteda lsg egane 16o abedeems,eganega
keq･tm.ngiSZIfi lss
161 egideena: 162 igideegtutenane 163 igidegvane 164 ettemoraidee
?kig.iSlfi",.tikmailZSI 16s xigu:doOmouina 166 egane"dero 167 egwnadaro,
egtunadanandeero 16s ettadeero2I 16g ettanadadeero
17o kippariamedadeeroXll 171 ×thurttekrurrue"datll 172 e:edana,

e:edaedana 173 jameeku:se:na 174 amedadojo,amedathui:da,
amedandahone: 17s tageeso:da,tageethru:da,tageesoda,tageediruda,
tagee￠ur"da 176 edeattadiua:da,edeettadiurnda,edeattadiurda

177 diuid3isanmidmda
eema.NiikSglfl ls6 egurmoeganemo ls7 dareeegua"dera lss na"da lsg darega
190 dogogakagogani,dogakagogani lgl idzrttga,idzwgadakendera,
idzuigadaettandera lg2 eganogana: lg3 darejarurmondaeroba
194 jaranedeirurmondeeroba lgs kurrurttega
waptES251 2o6 moratta 2o7 kutre 2os kuiredejatta 2og kWatitaga

6V8oljptfi 241 nantomoegattana
378121 twNMEII*ijasMM*Ulg]TZfi!Ii6SiM
ink'tclk'XilmeiSil 147 d3inattazogakko:ogdire:zo21i
281 ‑

'

14s Zdzulmademonederdidogoga,haeginoglre 14g ma"doagerejo,

ma"deagedeogejo ma"doagenebadamedazo

'
15o madagrtonojut:godokiganenahaegulagere
lsl (sotfa)egutnajo
ls2 sotSaiegaenezo,sottaiegebadamedazo,sotfaiegebajazaganezo21
ls3 egaenezolll 1 ,egebadamedazolll 2 ,egebajazaganezot}i 2

154 eganebadegZne
whde･it4fiiSZM 155 lgulZgdi,lgut ls6 oreal'gtu,orejol'gdi ls7 krre:dana:,

krre:dagodo,didzutgdiSZ:na,kire:dahanada

kig･tm.nSXM lss lgutgadoOmotterut,ZgdidoOmòterdi lsg rgane,
lganettee:tll,zgdidogodenetll 16o !go,rgòtalli,abe,abetta2iE
161 lgldena: 162 Zgldektptenamokamonanell!,rgrdeditptenamokamonaneXli

163 rgldegdine 164 Xabettat}1,xlgottatl!
?IEij･ies7S,･fumailiSl 16s rgdigaro 166 i'ganegaro 167 'igtunadenegajaZll,

Zgdinadaromono,rgdinadagaro 16s 1ttanadaro,×rttanadaromono
169 1'ttanadaro,tttanadaromono 17o amedenegaja,amedagaro
171 ×ditpttekutrthdenegaja,didirutenta 172 e:enta 173 jamettoktuse:,

jamettodenegaja 174 amedado,amedadica"da 17s tageestpkena,tageethth"da
176 ldadojo,rdagàtadojo 177 didid31sanml'denta
kfi!Fdi.!SZ/91iijeqfi ls6 1'gdigalganega ls7 dareZgdiga lss nanldaja,nandaroja

lsg daregakarega,daredekarede lgo dogoganl,dogosogoganr lgl 1'dzthga,
1'dzdigakadzthga lg2 e:nadenegaja$ll,e:nadagaja lg3 darejarth"datte
194 NRZII lg5 kutrtuttega
E2ecpttill5iL 2o6 moratta 2o7 kere,kereja 2os keda 2og kedaga,kedakega

iSUS')iltSt 241 gomewagtukageda,xgomewagtukagedana:

378311 X:PM$maasljNEifJI[fil
di7<)'nt±t .gellj$gEII 147 hogadewahajagurog31'debenkjo:szderua"dagaraomemoha
jagurog41ro 14s gdzuamadenederuaedzruog41rur"dagrugurdoog4'irotal

149 hajaguimadoagedaho:nae: lso na"kagg:baomeageruindaageruik￠lgaage
nekCrgahajaguaagero lsl (sottsl'wa)eganehoe:denega
ls2 sakkCZmoettandagaraGi'tonojzllgodowagaranenogaegtunattaraeguina
153 eganehoe:nda,ettarawagaraness ls4 eganebanaranest
desu.blqge!iZSI lss eguasa ls6 orenaeguanda,oreoaegua,oreaegurtw

157 anohananok￠Zre:dagodo,anohanawdzuigussr:S

kk'2EhEl}.ittheE?llSl lss eguidoomotterui,eguabedoomotteruiEIEta1

159 eganedoomour 16o eganega 161 eg31dena: 162 eg41daguatesXjo:nane
163 eg;Idagrllne 164 ettemoraedaelja
ltES'ew.ta.,.fikmailXSI 16s xegurdoomoua,xegtube:doomouiut 166 eganendana:
167 egurbe:,egurnodabe:sc 16s Xettadoomotu,ettabe:st 16g ettadoomoua,
ettabest 17o Xd3o:jaameathmaruagamosl'renetli1,d3o:jaamedabe:tal2,
xd3o:jaamethuaruabe:ll!2 ln dirurlso:da 172 esaso:da
173 guraewaruredanega?Ell,gtuaewartuerasX:t}1 174 amedaso:da#.,amedadzua
El>,amedajonda2,amerasl:{l> 17s tageso:da,tagedzualpiii{}
282

176 edattehanaslda,edakkedzrutw 177 ￠urdzl'sannoja"da,
diuidzzsannrderua,dizudzZsanmrdedaiilE{}

eema.NffSStlfi 186 eguagaeganega ls7 daredareeguaa,dareaeguaga lss nanda
189 darega 190 dogoganl' lgl edzurga lg2 e:nogana lg3 darejaruabe:
lg4 jaranedzuagodonegabe: lgs hontonrkuirurbe:ga,kuaruidzwtteS
IagpttiStlfi 2o6 moratta 2o7 kero 2os kedejattaS,kedast 2og jattagaM,kedaga

MUSoimsl 241 arzoado:

378465 Xg4ptJfiptua¥rspm
tSirEi).XLLlt.$iifiilil 147 ogrra'i 14s ogl'ro 14g agete lso agero lsl Zguana

152 1'gutna 153 rttewagaranedzo ls4 !ganebana"ne
twsu.drIgeiltgl lss lguasa ls6 ore'rguabed3a ls7 anohanakkouadzuaguaSrna

kK.tm･n¥iStliR lss lgtubetomotterui lsg lgane' 16o rgu:"bed3a
161 l'gl'dena 162 Zg'idagurtetamaranena 163 rgl'daguane' 164 r̀temore'de
?EEij.illl!9",･Iikmaiklfi 16s rgui"be',×lguigamotxrene' 166 1'ganega"be'

167 lgu:da"be',Xrgu:da"be'ga 16s l'ttabed3a' 16g Xttabed3a'
170 tabuiNamedabed3a' 171 ×diuttteklso'da 172 i':jo:da 173 bjo'grraSl',
bjo'grnojo'da 174 amedadivadad3e 17s tage'diurda 176 l'dadiwda

177 etud31sa"nojoda
eema.NREiStSl ls6 'L'gtugal'ganega ls7 dare'i'guaga lss na"da lsg darega

190 dogonZ 191 Xdzuaga 192 Z:nogana' lg3 dare'jaruamonoka,
dare'tr"beka lg4 jarane'godaaru:mo"ka lgs ktlltte,kuiruitte
Ek;ME!;iltliSl 2o6 moratta 2o7 kero 2os jatta 2og jattaka

asV"" )iltEl 241 arrgatogatz'ta,krtsuakagettta
378594 Z3ivaWIilJfEf{iiEl!tlitM21iL

de4;lr'¥th.eeiiEilZSI 147 og;rro 14s edztumadenederurhajagurogZlro
149 agedekero lso hajaguragero lsl egtuna ls2 ettedameda

153 ettewagane 154 eganebawanne
desc'bl49#ftlfi lss egtu ls6 orenaeguE ls7 anohanawdzurguisz･

kE.E.i･enS･ng2Iiel lss egurbedoomotteda lsg eganehae: 16o eguabe'
161 ettek￠rte:na: 162 ettekal'te' 163 gkGZteguine 164 ettemore'de'
lkEl.i{R!7ss･fikmaikVfi 16s eguabe'?l1,egtugotta?!li2 166 eganegotta

167 egutnodabe'tal1,egwgotta?312 16s ettabe'tal1,ettagotta212
16g ettabe'Z}l1,ettagottatai2 17o amedabe'211,amedagottaZli2,
Xameditururgotteammegatal3 171 diuarlso:da 172 josaso:da
173 bjo:g41denega 174 Xamethuarwdzua 17s tagedzua,tagethua:da 176 edadzui
177 thuadzZsanmrdeda{ie,diuadztsannojonda
EiEFS.5itigl}iS2Sl ls6 egrugaeganega ls7 dareeguajoni'nardiga lss nandabe'

ls9 darega lgo dogonlga lg! edzwdaga lg2 e:gana: lg3 darejaruibe:ja
194 jatteml'ruaga lgs kuaruadzuaga
}eepttilVfi 2o6 moratta 2o7 kwreja,keroiffiE{le 2os keda,kedejattalt 2og kedaga
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tok,NSoiiEilSl 241

edadag3Zmasua

378603 XfMjEIIgliM±wwem)ltt,iFrwa
tf}rilb･Xlk.$S}Xiifl 147 oglro 14s ogl'rod3e' 14g agero' lso agerod3e'
151 lgUina 152 lguinadeba ls3 1'ttewaga"ne ls4 Iganebane'
wtas.dr4S5iEIn lss rgur ls6 ore'Z'guaNd3e' ls7 anohananorlPpanagodo
=fi: IJa

wt･tm.ngik!M lss lgui"betomotterus lsg lgane" 16o rgui"beja'

161 Zkl'te'na' 162 lgltagutteho"dene' 163 Xgltaguine' 164 1'ttemoràte'
va･ew.e,,･fikmailVSI 16s i'gur"da"be' 166 lgane"da"be' 167 1'gva"da"be'
16s 'itta"da"be' 16g 1'̀taNdaNbe' 17o XtabtuNamediuarurda"be'
171 diUirrso'da 172 1'jo'da 173 gtuje'warl''jo'da 174 amedadzdina'
175 tage'dzzMna' 176 rdadzruna' 177 thuidzuisaNnojo:dana'
eema.ISZE#iStiifii ls6 Xgvagaiganega ls7 dare'i'guaga lss na"da lsg dare'kaga

190 dogoni'ga 191 rdzur"daga lg2 lga"begana' lg3 dare'jarurmo"da"be
lg4 ja"nettsutgodoaruimo"daga lgs kruru!ttega
EEect!4eiESI 2o6 moratta 2o7 kgro 2os keta 2og kgtaka,kagetaka
6UilS')iiEilfl 241 ar1gatemattra"EIi,arrgato'gaNsuiwt

378745 Eii5MiewiYERwr15tsew
detSi).ijth･geS}ljlilfl 147 hajagdiogrro 14s hajagdioglrotl!

14g hajagthsogonoma"doagero lso hajagdiagerotli
lsl (sottrnoho:sa)egdina ls2 sottrsaegdinal}1 ls3 egdinajo:

154 eganEljgene:gara
desc･axqggiS2Jfi ls5 egdielsdi ls6 orjaegdi ls7 didzdigtusr:hanadana:

kHui,i･g#iEig.ngXM lss egdibe:doomottera lsg eganae 16o egdibestuZll

161 egttena: 162 eglteigthtehodene:na 163 Xeganeegane,egltegdine:na
164 ettemoraete:na:
ikS.)BRf7E.fikmailZSI 16s egdindene:no 166 egane:bena: 167 egdindene:ga

168 XettadeSo:‑lt,gttabe:,ettagottaut 16g ettandene:belsana:
170 amedabe: 171 ×thdindene:ga 172 Xe:na:,g:jo:dana:
173 bjo:kIdene:kanatli,gwe:wari:ndene:lsanalli 174 amgdatteitteratll,
amedadididadzoX}l 17s taljaeso:da 176 etattadzotl!
177 diuldztsannojo:dana
eeFul.!SZESStEEI ls6 egtugaeganega ls7 daregaegdiga lss nanda lsg darega

190 dogonXga lgl edztudattaga lg2 e:nogana: lg3 darejandatte
194 d3jealtomojannekkenendehe:kana:jaddzo lgs kdirtuttegga
leepteiigSl 2o6 moratta 2o7 keroja 2os jatta 2og jattakaEl},xkedagat}!

toVS')ilglfl 241 do:mone:,do:moha:omos1waketatane:nastuL
379109 jES(MMbi2}<iIi!gstii[HT=TE
fudit.#ih.XZiSreifiL 147 hajaguogire,hajaguogireha:ll
14s hajaguogineebaogorudoZli 14g agedekere lso hajeguagenebaogorudotli

151 (sottra)eguna ls2 sotttaegebaogorudo ls3 egebadameda
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154 eganebadegine
wtde･blqSliSglfl lss egugara ls6 oreeegu ls7 a:kire:dana:
kk.ebftiS.ntgiiilfi lss egoganadoomotteru lsg i'ganebeha 16o rgo

161 rgidena: 162 Xgidekuteho"dene 163 rgidegune 164 rttemoraide
#kS.tSkj9ge･fikesilZlfi 16s lgubegja 166 lganebeon 167 ×lgubega 16s zttabeon

16g XttabeonZ}l 17o amedabetll,xamedaentaZll,xamedagamofireneZll
171 ×diuttekuru,×diuttekiso:da,diuruenta 172 ×rgabesa,e:enta
173 waregunebega 174 ameda￠uda 17s tagediuda 176 ×1'dakke,1'dadojotli,
rdadzdiontll,rdathuda 177 thu3rsanninidagodo,diu3isanmidetta
eema･MEEilZSi ls6 Xgugarganega ls7 dar'eZguga lss na"da lsg darega
190 dogogae 191 ldzdiga lg2 rgabegana: lg3 darejarudàte

lg4 nandekandejarutr,nandekandejanebanetr lgs kurudega
IS!ptleljlgSl 2o6 moratta 2o7 kere 2os kedejatta,jatta 2og kedaga

MUS')iSZ51 241 me:wagukageda,gome:wagukageda
379141 jES(HRengasJl:}2ipt!iIgi]:4eJrailF

fi4t.titwt .Xma 147 horehajeeguogireha 14s gugudoogire
14g horema"doagedekeredee lso gu:gudoageregja
lsl (sotSa)!gunaabunedoZ}1 ls2 abunegaraZgunams21 ls3 rgebajazaneXll,
1'gebajazagane21 ls4 eganebadamedaO
thsu.bl4Seiltgl lss 1'gudo ls6 oreegunajo ls7 anohanaZ:godo

kki･tm.tSiSZSI lss rgudoOmotteru lsg lganaedo 16o aMbe,zgube
161 !gldmna: 162 Zgitae 163 l'giteegunae 164 Xna"nititemoraidaeil!,

andemoraidae
IIES･Iacfiee･fikeeireEEZ 16s rgugaro 166 i'ganeegaro 167 rgugaro,rgube,

XrgubeO"no 16s rttagaro,rttabeO" 16g 'Zttagaro,Zttabeon
170 amedabeon 171 ×diuriambeeda 172 e:enta,Xe:nadenee
173 arnbaewarirati,aMbeewariraSina: 174 amedathu:da,amedathuda
175 tageediu:da,tageediuda 176 i'dadiu:da,rdathuda 177 thu3isanmidee"da,

diu3isanmideeennimieru
kifS.5ZImefi ls6 1'gugarganega ls7 da"ergunadaga lss na"da lsg da"ega,
daega lgo dokosaga,dogosaga lgl l'dzdidaga lg2 egaroga
lg3 daejarumo"dattega,daejarumo"daga lg4 jaranee"tagodoaruttega

195 kuruttega
t5ijptltiSZSI 2o6 moratta 2o7 kere 2os keda 2og kedaga:

toUS )XM 241 ega"tasdina:
379249 ptMvawwasfiU5titwstlffJIItii!JkcusN
tf}r4).tctlt.5ili$glfl 147 ogidekere 14s ogiro 14g agedekere lso agero

lsl ettatedamedajo ls2 ettSadameda,egunaS ls3 eguna,ettfadameda
154 eganebadegine
desu.dr4gEiSgSl lss egukand3o'da ls6 oreaegua ls7 anohana:kire‑dagodo
kk.2enES･itgiSZIfi lss egua‑be:tottegda lsg egtudoomowane 16o gttemine:ka
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161 egite:na: 162 egidakuteJijo:panakpateta 163 egidagune

164 ettemoraede

?EEEa.stfiS,･fikcailZISI 16s xeguigamofirene: 166 egane:nall1,egane:beoNtl2

167 eguinadabe: 16s ettabe: 16g ettanodabe: 17o amedabe:st
171 ×ditutteklso:da,￠uarl'so:da 172 e:joda 173 bjo:kidagottene:ka

174 amedasoNda 17s tageso:da 176 edakkedo:,edasoNdass

177 diUid3isaNrnite:thuida,diuid3isaNmite:jo‑da
eema.!ililSiiSiSl ls6 egundagaeganeNdaga ls7 darejaegundaga lss nanda
189 darega 190 dokogani lgl edzuaga lg2 ega‑bega lg3 darejajarvabe:

194 NR 195 kurrurttega
}eeptleilliEfil 2o6 moratta 2o7 kero 2os keda 2og jattaka,krpwasedakast

asVEIS')iE51 241 morattedo:mo

379422 Z¥RHgMasHN2Rwrijec.A
dii4}･titllilt･Xma 147 itsrma‑demonetene‑dehajagvaogiraNgtll

148 itsrma'Vdemonetene‑dehajagzuogXro
14g kui:kipawaruaigarama‑doagedekeraNelli lso ma‑do:hajaguiagero
151 (sottta)itteawagannejo 152 sottfaitSeawaganne,sottfaigurnast

153 itYeawaganne 154 iganaguateawaganne
tade'skwa 155 igur,igursa 156 ore:igtunda ls7 anohana:wntourdzdiguasr:na,
nantarakottsrdei:hanakkoaruabe:
kE,H},･2EbkiE･nt.:EHiSiEfl lss iguibetoomotteva lsg 1'gutdaguine 16o iguibesr

161 igldena 162 igrdaguadetamanneg{l>,igXdagurdenanne{IF 163 rg!daguane

164 ittemgrede
}{Eij'tsk!9".･fikmaiasl 16s igurmbe{e,igurndambetli 166 iganegambe,iganebe

167 igu:nodambe,iguindabe 16s ittambe,ittandambeth 16g ittanondambe,
ittanodagasrrene 17o tabzuName‑dambe,XtabzxxNamedagassene
171 diurriso:da 172 i:jo:dafa,josaso:da 173 bjo:grrasr: 174 amedaso:da,
amedatojaXll 17s tagendatoja,tageso:da 176 idaso:da,idandadoja
177 diuadzlsannojo:da,diuadzrsammidedatw
eema.NiEreil ls6 iguagaiganega ls7 darepaiguaga lss nanda lsg daregapa
lgo dogoganr21!,dogonrgelEiEtll lgl idztuga lg2 igambegana lg3 NRtll

lg4 srnegodoanegambeXl!,jarinegodoane lgs kturmandatte
tRptilZiEEEI 2o6 moratta 2o7 kero 2os keta 2og jattaga,kesaga

bU?IS')iSZIiR 241 do:moarigatogasitade
379506 ZiiEwtwaE9#asJig#lff07)S<1!iltlleflJICDE

61r<)'#th'iEiiS2WiSl 147 ogiraNja 14s ogi'ro 14g agedekera"ja lso agere
151 rgUIna 152 lgulna 153 rtte'damedajo ls4 lganagulte'na"ne'

dess'axem 155 l'gUi 156 ore'lgui"da ls7 anohanawadidzdigulstuna'
kZ･ebkiE･ngiiSiiEl lss zgtubetomotterva lsg rgane' 16o rganega
161 Zgl'de'na' 162 Zg!dagditetama"ne'ja 163 rgrdaguine'
164 rttemore'de'na'
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推量・様態・伝聞表現165工馴be
168

ΣttaNdabe

172e

jo

da

169

173

1

su19e

177φu夏d31saNmldε
darega

193

daregajaNbedo

授受表現

190

206moratta

nε冒

170

174

1671馴Ndabe

tabuNam曾dabeu

am停dattsa冒

175

171

tage

×φuItteku竃Nbe冒
so

da

176

工taNdatte

da

疑問・反語表現186エttaraエ
18g

166＝9anaga日be

ttaNdabe

9a19anebaエ

dokkan1

191

194

207

9a

187

darε

工dzu題dattaka

jaNnε

90danegaNbe

kuIrero，keroja

208

エ9uga

188

naHda「e

192

1

195

kuIru1Ndattejo

kuIreta

nogana

209

jattaka

あいさつ表現241ar19adogodze層jasu
379626

岩手県大船渡市日頃市町字関谷

命令・禁止・義務表現1479akk・mエ。唇曲rekaraha：・91ro
148 〜dz工nlnattagarao91ro注 14g agedekero，agedekennare
150sogo：agero注，mosak曲sattenε：deagero
153

itte日dameda

154

151

eg山na

152

e9面na注

egan記：banann鴇：

強調・詠嘆表現155e9曲156。re：e9曲nda，。reba：e9曲be：d。m。tteda
157

korjakG芝re：nahanadana：

意思・勧誘・希望表現158e鋤be：d・m・tteda
abenar1上161

159

egan㊤：160×e91ma鱒PPe注，

ekcエtaina：，ekcltε：na：162

163e91亀agt血漁e：

eglte：domotte蘭

1649ttemo「altae

推量・様態・伝聞表現165e9曲be：166

eganagambe：167

169ettekc誓tandabe：，ettandabe：

170

ameda9・tta誘注171φ側s。：da，。t・1・・：da
173bjo：91rasl：
176

edaso：da

174

177

ettabe：

172×9：9ambe，×egamb・

amedadz曲：，×amedadz曲：dze

175

ta9ε：so：da

φ曲dz工sannojo：da

疑問・反語表現186e9曲9aeganε：9a
190

e9曲Ndabe：168

amen馳ar曲na：注，amedabe：注，

dogogan工，do葛葛an1

191

193darea：5曲r曲hande：194

187

darja：e9囎a

edz曲9a

192

188

nandare：189

darega

jogambe：9ana：

jararen鍬90doanagambe注195

k曲r曲ttega：誘，

kエttattega：注

授受表現206m。ratta

207

ker。208

kG曲reta

20g

k￠曲wasetaga多注，kedaga新誘

あいさつ表現241do：modo：mo

459766

石川県輪島市河井町三部

命令・禁止・義務表現14アオキンカ148コラト
150マドアケテクレヨタノム

153イッテワイカン

151

一シタイオキンカ149マドアケテクレーヤ

（ソ・ソチエ）イッテワタ

メヤ

152コラソ・リチェイッテワタ9メヤ

154イカナナランネ注

強調・詠嘆表現155イクワイ156オレカ。イクカ●ヤ157アノハナワウツクシイナー

意思・勧誘・希望表現158イコトォモトル159イヵンワィ160エヵンヵイ161イキタィナー
162イキトテト

ンナラン注163イキトナイ注164イッテモライタイ

推量・様態・伝聞表現165イクタ
169イッタカ。タ9ロー

ロー注166イヵンダロー167イクヵ。ダロー168イッタダロー

170タフ

ンアメダロー

173ヒ9ヨーキラシイ，ヒ9ヨーキヤセ9ア

171×フルセ9ア注

174アメヤソーナ

177フシ9サンミタイヤナー

287一

172ヨサソーヤナー

175タカイソーナ

176オッタソーナ

eema･NEEilafi 186 dOhlhtzh 187 S"V7dOh 188 ttzV 189 S"Vh 190
191 tNYVi 192 tthOht‑ 193 e"V7V)VEtzh 194 V5tznM07Jvetz"

F" ,yh=

195 OJMovfn･‑fuJ
}{fipt!tXM 206 Ene 207 Otfdv‑Xli 208 v･yP 209 v,ySht

6vS‑)iltlll 241 t‑S:

4598O7 EJIIMenww1lil)kGwr57
di4)'#Jh'Xii"ilZSI 147 oki:ja 14s okinadattikanzo,okipkai
149 aketekuare:ja lso akenkai lsl (sottii)ikuanajo ls2 sottSiikuanajo

153 ittaradattakaN ls4 ikapanaraN
deas･itqSEiltlft lss ikurwaijo ls6 oree:ikuanade ls7 uatsurkuaSi:hanadetl!

kki･g#IR)i.ntgilZSI lss iko:toomotoruawaija lsg ikaN,ikanzo 16o ikaokaija
161 ikitaina: 162 ikitotenaraN 163 ikitonaiwa 164 ittemutraital
?Ekgl.ii31S7S,.tikma2Sg$l 16s ikuad3aronajo: 166 ikand3aro: 167 iktunad3aro:

168 ittad3aro: 16g ittand3aro:,ittanad3arowajo:{}
170 tabuaNamed3aropajo: 171 thurriso:d3ad3a 172 Xisaso:Jiimiedd3a,
isaso:d3a 173 jamaimonrafi:waja 174 amed3asonaija 175 takairaSi:
176 ottasona,ottarafi: 177 diuad3isannojo:d3a
eeRS.!SiEEljrelfl ls6 ikuanaikanna ls7 darenaikurjara lss nand3ajo: lsg dareka

190 dokkapi lgl itsuaka lg2 i:nad3arokana:

193 XdarenajarurkotojaratiraN,×jaru:monowaoranna
194 dareejarurhazurd3ai lgs kurtteteka:
twiitSl 206 morotatoija 2o7 Xjondekuareja 2os jatta 2og jattakajo:
toVNEIS')2IZ51 241 mottaine:gottsosandegozansua
460927 utililRpm?lifgiSAwhwrenl;fii

tf}rii!;･tnft ･gema 147 tSantoogi'rg 14s dondondoogl're 14g madotSottoagere
150 tSantSandoageretal lsl (sottslsa)eguana ls2 sottSaeguana

153 ettewadameda ls4 gganebanaranai,eganemane
desu'stqgEilZff1 lss eguaggur ls6 oreegur ls7 anohanaklre:dano:
!IJt M.,.kbE9S.nseiSZ!fi lss eguadomotteda,egodomottedass lsg egane 16o egodea
=fit

161 egZdeno:,ggrdena: 162 egZdeguadgjuaooganne,
egl'degvadenantomonarane 163 egldeguane 164 ettemoraide
}lltS.tlfi9ge.Iikmailgfi 16s egurnannega,ggurnderoth 166 eganenoja,eganenderost

167 egurnannega,Xegurnaja$li 16s etandero,ettandero 16g ettana:notlil,
ettana:nderoZ}l2 17o xdaitaiamedanoja 171 diurrwe"danoja?li
172 e:e"danojaXli 173 bjo:kZkrpse 174 amedadoja 17s taggemondadoja
176 edamondadoja 177 thuiz!saNmZde:da
eeFdi'B2ftEilXEfit ls6 egtugaeganega ls7 daregguaga lss nanda lsg darega

190 dosaga 191 ezvaga lg2 e:gano:,e:gana:,enadagana:th
193 daresobaja,daremojarobaja lg4 jaranegodomoarobajag>
195 kuaruatte
reijpt!tilXEfil 206 morata 2o7 kuattta:,kuaress 2os jata,kudda 2og jataga,kuaddaga
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toit,NS･)th 241 arrigado,mokkedanost

46ogs3 LLgKvatwMililtsIflT
di74}.iltrdlr.X{EBgSl 147 sasasasaomepadaedzumademonedendanehajaguogireo
gire9Zli1,ogirodzeogirodze{ieZli2,oginnadenega21i3,oginebanedenega
st,oginebanezoas 14s ogirQitekff,ogireogireZli,koraogireogire,
koraogireogireedzumadenedenada21! 14g tfottosokonomadoagetekureage
tekuretll1',sonomadoakettSaakettSatll2 lso agerefa?ll1,agero.#ijkff,

agettSa:gRntl2 lsl (sottSa)eguna ls2 sotttaegunaja,
sottJaegunattSailf,sottraegunade'{}ts,egunaegunawttll
ls3 etewadamedazotal,egunajo,etedamedazotli,egunajo

154 eganebanenaja,eganebanenajano:,eganebanemondasage
desc.blma lss egudenda',egudzetal1,egud3etr ls6 oreegudenda:ta!1,
oreegudendano:tl!1,oreegunagaelli2,oreegugotonatennagaetr3,
oreegugotonatennagaeno:tal3 ls7 anohanakire:dano:,
anohanakie:dagodono:mu,anohanadabakiredamondano:,
arearektredagodokiredagodoM,anohana:migododagodomigododagodo
kki.ebRIE･ngiSilfl lss egotoomotenna$li1,ekotoomotenagae.lt$li2,
egotoomotennojatll3,egotoomotennosats3 lsg egobaja?li1,

eggumondearo'baZll1,egumondeamrnettant2 16o egode:tll1,eganegaja
Zli2 161 egideno:,egidemondano: 162 egidagudeno:=Zlil,
egidagudenantomonarane#212 163 xegidagunenojatai,egidagunet}l,
Xegidaguneno:Zl! 164 xettemoraedaemondatll,ettemoraedaeta!
iESIrew.e.･tXFma 16s ekundearnme:kaZli1,ekunadene:kano:21!1,
egudaro'no:st,eguderono:YfrEti2a!2,egunderoiliZ}12 166 egomrnetra',

egommetfano:,eganedarono:su,eganedaro:pt,egimaSinendetotJa‑lt,
egima"nenderotSa‑lt 167 egUnandeamme:ka21Il,egunandero:,
egunandarono: 16s ettandeamme:kaZll1,ettandero:,etandero:tli2
169 ettanandero:,etanandero: 17o d3o:SrgZamedandeamme:gatai,
d3o:SrgZamedaro:no,Xtabun amedandeganfonogae‑lt 171 thuriso"dano:,
×ameotritekisoda 172 josaso"dano: 173 bjo:krraSi'll>,bjo:kZkuse'no:
fa 174 amedaso:da 17s tagge'so:da 176 edademonofatal,etanadademonota!,
etakedemonotll,xetanadakemonoll! 177 ￠ird3isaNmide:da
reIRS･NffklVfi ls6 egugaeganega ls7 dareeguga lss nandade'Zl!1,nandatl2,
nandaja211 lsg dareka,darega lgo dogogasa,dosagasc lgl edzudaga
192 e:gano,e:nagano{e lg3 darejarobajamslll lg4 jaranegodoarobajaas,

jaranegodoammetta' lgs kunnatteja,kunatte
EEAptilVfi 2o6 morata 2o7 kuttSa:tai,xjondekuttta: 2os kudda,katejadaZl!

209 jataga,kuddaka
asUS')illSl 241 arinadogansutl1,arinadoganSita$l1,mokkedegansuull2
461963 LLI}EZ/IlmemaiEflstffIT2TH
tSI74)･#tlt･eeilj}ilZJil 147 oglee' 14s oglee' 149 maNdoagedekthre
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lsO maNdoagere lsl lgdina ls2 lgdinama ls3 Zttewarl' ls4 lganebane
whsu'stma 155 Xgtu 156 oreAa'Zgtu ls7 anodianakgZre'dagodo
kig･tm･iilSktth lss rgo:doomotta lsg ZganeAi 16o Zgo:i.I!ilkff. ,abetra{}

161 Zg'ide'na:,Z'g'SdetSa:2,Zgldeno: 162 !grdagtudekomatatfa:
163 rgrdagdine: 164 Ittemoraulde:
tEkEl'tsta9S,･tXmaiWfi 16s i'gtundaro 166 i'ganedaco 167 i'gutndaro:

168 l'ttandaro 16g rttandaro: 17o amedaro 171 ×didindzo 172 Xr‑daco:
173 bjo:glktpsae,bjo:glmrdaAedatfaE9}{e 174 amedaso'da 17s tage:so:da

176 rdaso'da#.,1'dakedo2 177 didid31sanmldaeda
zeIEIIdi･!ftEEiEEEI ls6 zgdiga'iganega ls7 darergdiga lss nanda lsg darega

190 dokkasa lgl rdztudaga lg2 1:gano: lg3 darejardimonoga
lg4 jaA"Aaenegodone lgs kdirutnoga{e,kdinnadatte
EEptieiltSl 2o6 moratta 2o7 kdire 2os kdiceda,jatta 2og jattaga:,kutredaga

MVS=)iigEfil 241 amarrmokkedeganstpJ {!>,mokkedattfa:d>,arl'nadogans"2e
462823 LLIJElfidiMJIiasvahiIH]mataJJIi
ffa4i).¥Jlt･glesISgliE 147 ogl'rejo' 14s ogl'reAi 14g mado'agere lso agenaA‑t
i

151 i'gthna 152 rgdina ls3 rttewacrdzo: ls4 lganebane:
whdi･skqg(Ii}lglfl lss 'i'gdi ls6 oreAaZgdi ls7 anodianakglce:dana

iEecM･tm.ntS7SZiel lss Zgo:doomotta lsg lganar{iS,rgulmar{l> 16o 1'ganegaAl,
aZbest,Zganega:S 161 1'g!de:no: 162 Zgldagthdefo:neno 163 rgldagdine
164 al'demoradidar
reSl･ew.e,･fikmaiSS$l 16s lgthndato: 166 lgane:no‑ 167 'igthnannega

168 lttekgltandaro:,lttekgl'taro:ja 16g Zttanannegal,Zttanannegano:
170 Xtabthn amedano: ln ×didirthdzo: 172 jAlsaso:da 173 bjo:glraSi':
.ti.:,bjo:nrnmrdaeda 174 ×amedano:,amedaditu:dag 17s tage'didi'daili
176 ldanadadoja 177 thditJl'santoonad3rda
eema.!SZEEasl ls6 rgthgal'ganega ls7 dateoalgthga lss nal'daba lsg daregana,
daAegaili lgo dogogasa lgl !dzdidera,ldzutga lg2 r:gano: lg3 da:sobaja,
da:sdirobaja:{il>,darejarobajalll,×deeejarebajalll,da:jarobaja{?>lll
194 jaranegodoacabaja lgs kdirditega
}{iEpt!eiSZSI 2o6 merata 2o7 k￠thre 2os k￠diceda,kdidiredejatta9 2og jattagata!

toV6' )iffiEE 241 arrpado:sama,o:grn1{5
462981 LLiHil/llillMMJII#ISiliAH)NLltM2i<tieiIing

fatfb･X.IL･XilSiSl 147 amarinedene:dehajagurogiro 14s hajagusogiro
149 mado:agero lse hajaguaagero lsl iguna ls2 iguna ls3 ittewawari:

154 iganebananne:
deua･suilgllasl lss iguze: ls6 oreigu ls7 kire:dana:
kEtyE[･2EbEig.ngikffZ lss igo:doaN3tdda lsg igane: 16o igo: 161 igide:na

162 ittemide:domona: 163 ittemidaguanai,igidagune:
164 ittemoraide:domona
#ftS･ttF",･fikmaikSl 16s ikkandene:ga 166 iganegandene:ga:
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167 ikkandene:ga: 16s ittagandene:ga: 16g ittagandene:ga:tr
170 tabuaNamedaroN 171 ×diuattektllruga"dene:ga,diuiriso:da

172 Xi:gandene:ga: 173 bjo:kidagandene:ga 174 ameda3ua:
175 tagai3ul:,tage:3ul: 176 idake3ua: 177 diu3isaNnojo:da,

￠u3isaNmidajo:da
eema.MEStEit ls6 igugaigane:ga ls7 dareoaikka,dareigundaga lss nanda3ur:
189 daregana lgo dogogasa lgl iztudake:ra,izurde:ra lg2 i:gana:
193 Xdaremotinegandene:ga lg4 nattemoSiru lgs kuttega:
IesptltXM 2g6 moratta 2o7 kur33e:,kuare 2os kuddja 2og kuddjaga:
asUSv )iStlfi 241 kambuNjo:,kambuNda:
463720 blmuvaZlffE}lttsptSS?Its*!tpa?pt

tadlb･tcLtlt･XiesZlill 147 hajookireja 14s hajoogire,hajookiro:st 14g agere

150 agere 151 iguna 152 igunateba ls3 ugunadeba ls4 u"ganebanaranai
vaas.axma 155 u"gudze: ls6 oregau"gu ls7 anohanarippadahanadana:
kg.ebRit.RStcM lss u"go:toomoteru lsg u"gumondenetal1,u"ganaita12
16o u"go:de$l!1,abettSaZll2 161 xu"go:kano:,ikite:na:st

162 igito:teigito:tenarane 163 ×u"gane,u"gito:nea
164 XtSireteigitendano:
lkSK.ewes.tikmailemt 16s xugukamotirene,uguro:sh 166 u"ganaidaro:ige.,

u"ganero:as 167 ugundaro: 16s ittadaro:#.,ittaro:
16g ittanodewanakaro:ka,ittandaro: 17o tabuNamedaro:,
×tabuNamedano:tr 171 ×ameradzailli,×thuttsaitli,diurisogeda
172 josaso:da #.,×i:dzaitr,i:gedash 173 dogogawari:dzeZli,

anbeumakuneandene:ka,bjo:kigedast 174 ameradzai 17s take:gedadzai
176 iteandzai 177 diu3isantoonna3irano:,thu3isanmitedaut
jellldi.!fima ls6 u"gebai:jarau"ganebai:jara,ungukaigankaas
187 Xdakkaiguka lss nandaba lsg dakka lgo dokkai lgl itsuka
192 i:gandakano: lg3 dagaJirunoaro:baja lg4 do:titemojaru,

jattemeheru lgs kutteka
}eet!l2iElfi 2o6 morota 2o7 kure 2os jatta,kureta,kuttafa 2og kuttaka

asUS'PljkM 241 arigato:godzaimasu,gottsodegodzaimasu$

463801 MusRZIgMISautH!Tms7k
ff}r<:)･̀!;blk!S .XiliKlill 147 okirejo 14s okireokireZll,okire:okiro:Zll 14g akere

lso napiSiterundahajoakere lsl igunajo ls2 ittewadameda:
153 ittewadameda: ls4 Xigundakara,iganebanest
thsu.drtlgereiE lss igu,igudzefa ls6 oreigudze ls7 ike:kire:dana,

konohanaike:kire:dana:
kZ.EbEit･tg212Sl lss igutsumorida,iganebaneaneandaS lsg iganedze
160 abe: 161 ikite:na: 162 do:fitemoigu,do:fitemoiganebane
163 ikito:neifiE/tal1,×iganebattei:tl!2 164 ×iganebadamedadzo:
lfftig'iee!3S'liinv$tSl 16s Xdo:Sitemoigusa:XII1,×iguhadzudansEZI!2,
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iganebanendagana:?l3 166 iganekamoSinne:dze,iganroas
167 ×igawansa 16s ×ittandase:Ili1,×ittahadzudaadagana:}ll2
169 ittansa: 17o Xamedadze:Z}l 171 ×diuttekkusso 172 Xi:dze
173 bjo:kinadene:kaja,dokkawa:rijandene:ka 174 amedadze:{l},
amedathudadzeff 17s take:dze{i}>,take:diu:dadzest 176 Xitattandaga
177 thu3isantoona3idana:,diu3isanmitedana:tw
eema･!SZESZSI ls6 iguiganewa,igukaiganeka?l ls7 da:igundaka lss nandaja
lsg dareka,dakkaZ> lgo dokke lgl itsuka lg2 i:jankana:
193 Xda:motinebattei: lg4 do:fitemoJinebane lgs hondakajatal,

kurutte:st
}g2ptllt21ZiEij1 2o6 morota 2o7 kuretta 2os jatta 2og jattakaja

6VNS‑ >XM 241 o:kipio:kiJii
463969 NJItzaptJIEI'LL{tiSttfiJIIEllrSXV<

tf}ik'#/th.eeilj}iSZIiZ 147 ogrto 14s oglrodzutha: 14g to'agedekero: lso agero,

agerodzth'st lsl 1'nthna ls2 rndinadzut' ls3 l'ttewaer ls4 inannane
desu'tw4%ZM 155 lnth ls6 oreAal'odinada ls7 anehanakg}'re:dana,

anohanajAl:hanadana:

"Js:JN･tm.nYiltSl lss rnkadoomoteda lsg rpane' 16o azbettSaA e'
161 ZnthdaAena: 162 1'ocadaktpteJo:ne 163 lndidagdine 164 rttemorathdaAe
va･Iee!9S,･fikea21gESI 16s rndibe' 166 roanebe' 167 rnthnadabe' 16s i'ttabe'

169 rttandabe' 17o tabthn amedabe' 171 diulrrso'dana:

172 jAr'jo:dana:,jAZ'ml'daAedapt 173 bjo:k'i'nnega,bjo:klmZdaAeda
SS{i> 174 amedado: 17s tagaedo:{e,tagarso:da,tagarndadost
176 ldandakkedo:,rdakkedo:{e 177 dithd3rsanmldaAeda
figFS･ISZEEiWfi ls6 iokaroanega ls7 darernka lss nanrda lsg darega
190 dokosaga,dosagal?9 lgl rdzulga lg2 jArA'nnegana',jAlganbena:
lg3 daresdittogotr lg4 sappegodonaAe21 lgs kdirthte
Ieet4eiilllfl 2o6 morata 2o7 kgro 2os keda 2og kaSedaga

zaVS')iEEfi 241 arl'nadosarna:

464356 wtXMtZE/muiEMffITma
fS}r<!r'#tllt'eeiiS2Jfi 147 e:kaoennihajo:oki:jo

148 do:ju:kottfananbenokotitemookinde 14g mado:aketesabasabasenka
lso mado:akerja:tennondakado:ju:wakeda lsl (sottSe:)ikuna
152 namben ju:temoju:koto:kikja:tendakato:sankurutoi:tsukerudzo
153 NRtll 154 ikanjanaraN,ikannaNtll
whsc'M4SEvaIl lss ikusa ls6 oreljaikusa ls7 nantokire:nautsukuti:hanada

na:
ieke.emkl}.ngiSaifi lss ikutsumorida,iko:toomottoru lsg ikume:
160 ikapkasa: 161 ikite:na: 162 ikito:tejasse:pane: 163 ikito:ne:
164 ittemore:te:
va.)tsRf7e,･fiftmaiSXEfiS 16s ikundana:EI},ikudaro:{l> 166 ikandaro: 167 ikudaro:
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168 ittandaro:,ittadaro: 16g ittaro:no:,ittandaro:
170 tabuNamedaro:,XtabuNamedaro:no: 171 Xborotsukiso:da,
diurugedano: 172 e:jo:dano:,e:gedano: 173 kapeoausui,bjo:kigeda
174 amedagedana: 17s take:geda 176 ottaso:da 177 diu3isammite:da
eeRdi.iftESIilfi ls6 ikukaikapka ls7 dareljaikuka lss nanda lsg darekapa,

darena lgo dokkani lgl itsuka lg2 e:kana: lg3 dareoajarumonda
194 jaruwasa 19s kurundatte,kuruttena:
}RptlkiltEfil 2o6 moratta,more:ta 2o7 kure:,kure:sa,xmeljundekure.lt

208 kuretejatta 2og Xjattakatai,kuwatitejattakaX}l
asUS')iltEl 241 do:naro:kinitsukerarete,
noboritiradzunokudarimijanenantorantSimadekinitsukeraretetl!
464769 jkff?kM*!tLTIilstwrS28iEF

fu4}.tntt .iSiljliSSK 147 itsumadenetenda,okireteba 14s okireteba

149 aketekunne'ka lso aketekurete"nopi,akeretebant,akeretennopi
151 iguna 152 igunatennopi,igunateba$ ls3 igefinnaja
154 Xiganebane:sukapitr,iganebane:st
tasc'sk49EiSZEfi lss igusse ls6 oreigu ls7 anohanarippadane:

kk.kbi9E.n$iStifi lss igo:toomoteru lsg tkume,igane 16o !gote
161 ikitena:,igitena:ut 162 igito:teJo:ne 163 igito:ne
164 ittemoraitai
tlES.Jlee/",.{ikmailiJfi 16s igundeneroka 166 iganero: 167 igundene:ka

168 ittaro: 169 ittandaro: 17o moSikasuttoamedene:ka,
mofikasuttoameraro:2 171 diuriso:ra 172 i:jorane 173 bjo:kimiterane
174 ameratose 175 take:sora 176 itandato 177 diu3isanmitera
eene.ptma ls6 igerrokaigeneroka ls7 dareigukalli lss nanda lsg dareka
19o dokkapi lgl itsuka,itsurattakafa lg2 i:ndattaroka
193 daregate:ba lg4 kittojakkosse lgs kuruttejai
IagpttiESI 2o6 morota 2o7 kurefSa 2os kutta 2og kuttaka
toUS')ilZlifil 241 o:kiJiigotsosama
465279 lkfiitsM{l!E/maIS)FHJIIIq]lr*eJI[

de4)･#Ult.geZSSgEII 147 hajo'oki:jo 14s hajo:oktoka 14g aketekwreja
150 sokoake: 151 ikaNjo:nise: ls2 ikuina: ls3 itttaikene'tai,ittraikeN

l ls4 ikapkerjanaraN
deas.bllgeilZSI lss ikursa,ikuattfastLl>Zll ls6 oregaiktu,oregaiktundatai1,

oregaikurnondascL!>?l2 ls7 a:kire:dana:
kZ.en9S.nYiSi51 lss ikite:toomo:toru:,iko:tomo:torur lsg ikaN
16o ikapkaja 161 ikite:na:Zll 162 ikito:tetamaraN
163 ikkotoaijadattra 164 ittemoraitaino:tai
?IEEE'ewS.fikcaiSZSI 16s ikuand3ane:kana:,ikuadaro:me1,ikuandaro:,

×ikurge:rant2 166 ikandaro:,ikjAasendaro:,ikaoge:raut
167 ikvand3ane:ka,ikrundaro:Zli 16s ittandaro: 16g ittandaro:
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170 tabuiNamedaro:na:,Xtabu:Namedana: ln ×thuittekiso:dana:
172 i:jo:da 173 bjo:kid3ane:kana:,dokkawarind3ane:kana:,
bjo:kige:rano:nt 174 ameratoja,amedatosa?ll 17s take:so:dajo,
take:toja 176 ottatosalll 177 ditud3isammite:da
eciPdi'Mdeasl ls6 ikuakaikaoka ls7 daregaikuaka{?>,daregaikuanonkast,
daregaikurndaka$ lss nandaka lsg darekaga lgo dokkani lgl itsurka
'
192 i:kana:,i:noljkana:{i}> lg3 XdaremojarjAaseN,daregajartllmondaka
lg4 jarandeokrllmonka,kittojaruijo lgs kwrurtte'=
leet!it;BXIl 2o6 moro:ta 2o7 kuire:ja 2os jatta 2og jattaka

Z6VSt)ilUifil 241 arigato:godzaimasut,ijado:moXli

46s366 rvrvkErkvafiffa
6i7EIb.Xth･Xia}illifl 147 okijojo 14s ×itsumadeokosaserjai:ta!,

itsumadenetorebai:ta!,okijoS 14g ake: 150 ake: 151 iguna
ls2 nanben i:bai:kotojatl!,igunast ls3 ittenaranjost

154 ikankjanaran
asas.skll%XEII lss goiftosaJitemoraimasulll,igusaS ls6 oregaigundajo

157 anohanawautsukuSina:
kk･enSE.R!ilgiEl lss iko:toomo:toru lsg ikukotoajamera 16o iganka
161 igite:na: 162 igite:na:tll 163 igito:ne 164 ittemoraite:
ifikEE')f"tfiS,･fikmareIl 16s igudaro: 166 igantoomo:na:,igandaro:ut

167 igundaro: 16s ittandane:ka 16g ittand3ane:ka 17o tabuNameraro:
171 ×thuruzo 172 josaso:da 173 bjo:kiraSiizo 174 ameratit
175 takaiso:da 176 ottattu:d3a 177 diu3isanmitajo:da
eema･!SZineljwa 186 igukaiganka ls7 daregaiguka lss nanda lsg dareka
190 dokkapi lgl itsuka lg2 ind3ane:ka lg3 daregajarumonka

194 naJiiganandemojarankjanaran lgs kurundaka
twptiStSl 2o6 moratta 2o7 kure 2os jatta 2og jattaka
a6VS'pikZSI 241 gotsiso:samadesu

465842 ptXMZi?E}aseaJl[JNLTma
fSl7Ek･;z±ltsilt･Xilj}iSZIEI 147 ogire 14s hajoogire,hajoogiro:nt 14g agere

lso su"guagero: lsl i"gunajo ls2 igunadamedanekka ls3 igundene
154 i"ganebane
dede.blqSeiEIEI lss igu ls6 oreOgaigu ls7 anohanakire:dana:
kE,.E[･tm･nimaVgfili51 lss ingokatoomoteru lsg i"gito'ne 16o inganeka

161 igite:na:,ittemitena 162 do:fitemoittemite,ippenwaittemite
163 igito:ne 164 ittemorete:
pa'i51af9",'tikee7S2Sl 16s igudaro:#.,igundene:ka,igundenero:kall!,i"guro:ss

166
168
17o
172

iganendeneka,i"ganero:ss 167 igundene:ka,xjakubadene:ka?ll
ittandene:ka 16g jakubadene:ka,ittandene:ka
tabuNamedene:ka,tabuNamedaro:.ti.: 171 diuriso:da,diurisogedapt
josaso:da 173 anbe:wa:rtndene:ka?IE,anbe:wa:rijo:da
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174 amedaso:da#.,ameraJi: 17s take:so"da 176 itaso:da,itarati:{?>
177 diU3isannojo:da,thu3isanmitendatw
eema･!ftiiSZIX 186 igukaiganeka ls7 daregaiguka lss nanda lsg darekaga#.,
dakafa lgo dokkapi lgl idzuka lg2 indenekatll,i:jankanast
lg3 daregajarumonka lg4 do:Sitemojarusa: lgs kurui:?l
IeepteiS2Sl 2o6 moroda 2o7 kure 2os jatta 2og jaddaka
zaLNS')iStEfiL 241 gotsodanefi
465869 LLIffll!IRtuewas4NNHUI)StieJItsilix±liEl]'

tS}rt;).at!t .$ma 147 jo:agedagaraoglrojo:$ll 14s hajagdiogrrdimondadzo:,

hajagthogrredeba:pt 14g madoagedektpnnegana:
lso madoagectamondadzo',agero lsl 1ljthnatta,Zothmondene:dzo
152 lpthnama ls3 lttewadamedadzo,Xdame ls4 lpanebanannewa'
wtos'suggliltlfi lss i'ljnth,!opthwa'IS,inthbe' ls6 orerptuAadawa

157 anohanadidzdigutX'godo#.i{)>,anohanalsi'ee:namonda,

anohanalsIee:namondana,anohanakgrAe'dana:RiBie
ka･enRIE･ngiSZ51 lss rputbedoomotteda lsg i'nanebe 16o 1'nanega,rnthbe'
IS}{e 161 rnZde'na 162 lnrdaAekthteto'monaAemondana 163 rljrdagthne'
164 rttemotaxsaAr
?kig'tsl2!7ee'fikma7ESI 16s rnutndenaAebega,rndinadeanmaAega,

rnthdeammaAegana:fa 166 rganaAindabe: 167 knthnadenaAegana,
rnndinadabg'2il> 16s rttandabe',Zttabe'tw 16g rttandabe'fa,
rttandene:ga 17o amedabe' ln ×didittekl'so:da 172 r:jo:dana
173 bjo:glmrdaAedana,bjo:grdene:gana 174 xamehdirrmldaAedana:,
amedatsdi:gondast,amedadolll 17s tagaAedoE?Fst,tagaAetsut:dondast
176 ldakkedoXli1,×rdeAattandado2iE2 177 thop‑ttrsanml'daAedana:
ewldi.MESSiSl ls6 1'nthgainanega,rnkalnanegafa$ ls7 darernthndaga,darernka

9st lss nandabaS,nanda,nanl'ja lsg darega lgo dogoganr,dosagafa,
dogogasa lgl maAenZ,rdztuga lg2 rganbegana:,r:ndeanmega
lg3 darejabbe' lg4 jarannegodoammaAettJe lgs kdiddega:,ktutthtSegg'
EkptlltiS5fi 2o6 moratta 2o7 ktutettJa' 2os kdiddawa: 2og kdiddaga'

6V6')iltlfil 241 oso:S:nassop,o:grnro:ginrsetal

46sg7g utffAtuswfi5igwr)kc5e)RIitItTew
tfi7tlt･tltllLk.XiEueEl 147 oggrrojo: 14s oggXrod3k'ba 14g ma‑doagedekeJiJiega

lso agerod31ba lsl roappedzo,lpdinajo'as ls2 lndinad31ba
AA al.k
153 rpapJienadadzo',Zttaradamedadzo' ls4 rn
n n Aane
desc･drqleilglfi lss rnkode ls6 orerljth,oreiptunadass

ls7 anohananokg;'he:dagodo{}S,anohananothdzdigut1:godowt
kK.Ebsii.Zgil2Sl lss lndibedoomotteda,l'nkadoomotteda lsg Znane
16o al'be 161 i'nthdaAena: 162 rnl'daktpteSone 163 rncadagdine

164 1'ttemorautdaAr
}fftij･tskf7S,.fikesiSZSI 16s 1'nthdeammal'ga,rndibemo' 166 Zpanaldene'bega,
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1'oanebe' 167 lndinadabe' 16s l'ttabe' 16g Xttandabe' 17o amedabe'
171 ×ditptteklso:da,dithrZso:dana' 172 jAl'joda,jAl'･mrdaAeda

173 bjo:ninmrdaAeda 174 amedadosu,amenandadose 17s tagal'do
176 ZdeAattado,1'dakkedo 177 diut‑ttrsanmZdaAeda
ftma･5ZESIil$l ls6 Znkalpnanega ls7 darel'nka lss nanldaso lsg darega
19o dokkasa,dogosaga,dogogasa,dogonlga lgl Zdztudakega,1'dzthga
lg2 1''nadagaA! lg3 dareJlkkodotll,xdereSl'negodo'211
lg4 sappegodonaArgode{},jarannegodonaAlgode:,IEikff lgs kdirdite,
reElptltiStEfi 2o6 xmoralmofltaili‑E,xomorarSltawt,moratta{Iif 2o7 kero

208 kettSa 2og kaSedaga{e,kettJagag>
36US')2SVfi 241 oto:stunaftl

466642 wttaRptesiliesffijrmeD3TE
ff}r4b･afntt ･gema 147 okirundaro,okireja{e 14s xmaraneterankaZli,
hajookirookioZli 14g aketaraindene:ka,akereja lso hajoakere
151 igundene:ro ls2 tgundene ls3 igundenairo,igutodameraro211,
igundene:roXll2 ls4 ×iganbadamerakkena:,×iganbanaranekkena:{}5
whta'zz4%Z]ifi 155 igukote ls6 oregaigunda,oregaigundakotelll

157 kire:rana:,kire:nahanarana:
j:keq'2EbtSg.R¥iilgfi lss igotoomo:kote,igotoomotendarona:,

igotoomoterukote9,igotoomoterromona; lsg iganekote?iE,iganewe:tl!
160 igane:ka 161 ×igo:kana:Zll1,×ittemijo:kana:Zl!1,ittemitEna:
Il!2 162 do:Jitemoigitendaromona:,do:Sitemoigiteromona:,.
do:fitemoigiteteba:ta1 163 igitonejare,igitonewe{i,Zlil,×iganewe?ll2
164 itternoraite:romona:
ilES･iSlflS,･fikmaivafi 16s igundene:rokana: 166 iganendaro:{}>,

iganekamoSiranre 167 igundaro: 16s ittandene:rokana:,ittandaro:2?F
16g ittandenerokana:,ittandene:ka:2} 17o tabun amedenerokana:
171 diurisogerana: 172 Xindeneroka,i:gerafa 173 bjo:kideneroka,
bjo:kigerana:l 174 ameraso:rare{}#.,amegerare,ameratejaXl!
175 ta:keso:ra 176 itaso:rare 177 diu3isannojo:ra,thu3isanmite:ral
fiee.NiikSglfl ls6 igundakaiganendaka ls7 daregaiguka lss nandaja
' me:Jii{e,itsuka lg2 i:rokana
ls9 dakaga lgo' dokkapi lgl
193 daregajakka lg4 jakkote:fa,Sikkote: lgs kundatteka
lesptltireEfii 2o6 morota 2o7 kurreja 2os kuttagana:,kuttawe{F,kuttaro

209 jattaka
zaVtS' )iR51 241 gotSiso:samadesunefa,sumimasenne

466722 xtuswaffreMfli4igNffO'3TE
di74}'Xllt.geiiXiEEII 147 hajookineja 14s hajookire 14g aketekunejare

150 hajoakere lsl igunaje ls2 iguna: ls3 igutowaride
154 iganebanaranetika
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whee.su4gEreIl lss igusa ls6 oregaigunda ls7 anohanawakire:danekka
kee.2blE9}･ni.!le$2ilfi lss igo:toomoteru lsg iOgane 16o iOganeke

161 itternitena:Zli,igite:na:ss 162 igitotenaraneig 163 igitonena:

164 ittemorete:
lthij.iSijeS,.{ikmai!Vfi 16s igudaro: 166 ikanaidaro 167 igundaro 16s ittadaro

16g ittanodaro:,ittandaro:tw 17o Xamedade: 171 ×diuttekiso:da
172 josaso:da 173 bjo'kirafii 174 amedajo"dade: 17s take:jo"da
176 itajo"da 177 eu3isannojo:da l,diu3tsanmitEdalli
gema.!SZiiSXEE ls6 igukaiganeka ls7 daregaiguka lss nanda lsg darekaZli
190 dokkapi lgl itsuka lg2 i:ndarokana lg3 daregajarumonka
194 do:ritemojaru lgs kurundake
teepte2klfi 2o6 moratta#.,morotatw 2o7 kureja 2os kureta 2og jattaka

6VS')?kSl 241 gotfiso:samadesu
466944 thffzaajig!IS2IasmeEUI)k4PFSpm
th4I;.l!;IUltt ･SiimeiE 147 hajagthogrrojo 14s tJattJadoogrrojo,
gdidzthgthdzdijuawanedetfattfadooglrojo?Eli 14g agedekA￠Atpro,

agedekuanpega lso tiattradoagero lsl rnutna ls2 Zndinadeba

153 l'tte awarl
A f‑154‑‑ipananne
whas.sklg3ill51 lss indi ls6 oreAarpdinada ls7 anohanakgzre'dana:
kki.#bftii･n!ilZISI lss inkadoomoteda lsg i'nane 16o rndibe'2,arbe'
161 l'p'idaAena: 162 l'ol'dena:tall,rljl'dekvteto:ne:ta12 163 lnrdagdine

164 tttemoraiSa!
iesl･4kf9ge.MmaiSgijl 16s indidene:gana 166 roanedene:ga

167 l'pdinadenaAebega 16s lttadene:ga 16g rttandene:ga
170 tabthn amedenega 171 ×thtutte k;so:da 172 xr:deAane:ga
173 bjo:grdene:bega 174 amgdado 17s tagard3tugonda 176 rdeAattakedo
177 ￠optlrsanmrdaAeda
eeau･NiiSSgSl ls6 rnka!nanega ls7 dareAalnka lss,nanrda lsg daeegakarega
190 dogonrga lgl 1'dzthga lg2 Zgambega lg3 dareAajambe
lg4 Srnedza:ne'gode lgs kdirthte
Ieepttptfi 2o6 motatta 2o7 kAdiAtpro 2os ktuttSa,jatta 2og kdittfaga

asUS" )ilSfi 241 oSo:trna,oJo:Sz‑F,oJo:fxnast;lt

467219 ptmuvafZEww4N*I{O'ma
de4t.Xtlt.XiiS$glfi 147 hajo:oki:ja,imaokiljkajalll 14s oki:,okjagareZll

14g aketekuarejare lso hajoake'ja lsl ikurtoaburne:de,ikrunaja:
ls2 itteratSikanro:,itterattakaN21,itterameraro: ls3 itttarameraro:,

ittfaikeN ls4 ikanja'naraN
dess.drngeiltSl lss ikuisaN ls6 oregaikuinda ls7 do:ikire:nahanararattfa,

do:ikire:nahanaramondana
kk･kbSS･n$iS2Sl lss iko:toomo:torut lsg ikaN 16o ikaokasa,ikaokajast
161 ikitena:tll 162 ikito:tetamaraN 163 ikitekuaW"'ane:,ikito:ne:
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164 ittemoraite:
IPIkS･ew.2,･tikmailgEfi 16s ikuiraro:,×ikuakamofiraN,ikuidamoJiraN

166 ikesendaro: 167 ikuindaro:Zlil,Xikz"ndamofiraNtll2 16s ittadaro:,
XittandamoriraNZII 16g ittandaro: 17o xtabrllNamedamoJiraNXIII,
×tabruNamerare:lll2 171 ×diuittekiso:ra,×diuattekuirrnndene:kaSiraN?tit

172 josaso:dajkff,×e:rena:211,e:jo:dai!i 173 guawe:warutndene:kaJiraN

?ll,guiwe:warMAindana,bjo:kigeraut2 174 ameratttui:re,ameraso:ra
S 175 take:so:ra,take:tSua:reS 176 ottaso:ra 177 thuad3isammitejo:ra
eema･iiZftkcriSglll ls6 ikkaikanka ls7 daregaikka lss nandare lsg daika,

daikaga lgo dokkani lgl itsuaka lg2 e:kana,e:nopkana
193 darejarurmon arui lg4 do:ritemojarannaN,jaradzurniokuamookast
195 kuaruatsur:teka
tagptt21Vill 2o6 moro:ta 2o7 kuare 2os jatta,kuaretame 2og jattaka
a6VilS' )iSXSI 241 ogottsodegod3insua

467545 ptXvaptigSfiasgwrwtPgrp
tSirEit･#th･XiiSiltliE 147 okire:jo: 14s hajakuokitekoija 14g akere

150 hajakuakerehora lsl ikunajo ls2 ittewadamedajo
153 ittewadamedajo ls4 igambadamero:
deua.dr4XESI lss igukoteja ls6 oregaiku ls7 rippanahanarano:
kEoH".2EbEiS.ngiESI lss ittekitetoomo:ndagano:Il,igo:toomoterundatai
159 igumereja 16o igo:teba 161 ittemiteno:tl! 162 ittemiteromono:,
igitatefo:netai 163 igito'neo 164 ittemorete
lkffIS')tskf9S.･likastcSl 16s igudaro:tal,iguro:iliZll 166 ikandaro:,ikume:,

iganro:fa 167 igundaro: 16s ittaro:{},,ittekitaro: 16g ittanro:
17o kittoameraro:Zli 171 thuriso:da,diurisogera2 172 xi:nd3anekka,
jo:saso:rana{} 173 guwewa:rinne:rokafa,wa:rine:roka 174 ameratteja
175 ta:ketteja 176 itandateja 177 thu3isammitejora
fima'NE iveiEl ls6 igarerukaigannekano: ls7 xdannenarudaro:no:,
da:gaigukatll lss nandana: lsg darekaga{},dakaiSf lgo dokkapi
191 itsuka lg2 i:rokano: lg3 daregajaruteba lg4 nattatejarro'tl!,
nattatejattemeserutll lgs kurutteka
}eeptleiSXSI 2o6 morota 2o7 kure 2os jatta 2og jattaka

MUSDilVifi 241 gottsorano:

467657 MtaRftRililscff[r2Te
deEi}.#al .SoslgilVifl 147 hajookire 14s koraokire:,koraokireteba,koraokiro:
149 aketekureja lso koraakere,koraakeretebaX}l lsl iguna

152 igunateba 153 igundanaidzo: ls4 igankeanarandeba
whsc'sung(iffSl 155 igusa: ls6 oregaigunda,oregaigusa{},,oregaiguwajast

157 bakakire:dana:,anohanabakakire:dana:
kZ.ebftS.atE;igiiSXlfl lss igo:toomoterusa:ll,igo:toomoterutebatl!,

igo:toomoteirugandadomoXl!,igo:toomo:ndadomolll lsg Xitteranne
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160 igo:teba 161 ikitaidomona:,ikite:na: 162 hindoigite:na:
163 iktto:nedomona:,ikito:ne:na: 164 ittemoretena:
tkij'tsk!7E.fikmaiStlfl 16s ×iguro:toomo:domona:ta! 166 igankamosirenedzene:,

igankamofirene:na:,igane:na: 167 iguwanne:kana:,igundanekana:l,
igundaro:na: 16s ittandaro: 16g ittandane:kane:,ittandane:kana:,
ittandaro: 17o tabuNamedaro:na:,xtabuNamedana:{l} 171 ×diuruna:,
×thuttekurudzo:,diurisogedal 172 ×i:andanekana:,i:gedana:st
173 bjo:kiranekana:,dokkawa:riannekana:,bjo:kigedana:,wa:rugeda
th 174 amedateja 17s ta:keteja 176 itattateja 177 diu3isanmiterana:,
thu3isanpipiteruna:
fima･Mi *ZSI 186 igukaiganeka ls7 daregaiguka lss nandaba lsg dakka
190 dokkaJii lgl itsuka,motol lg2 i:gandarokana: lg3 daregajarobaja
194 do:Jitemojaruwaja lgs kuruanteke,kuraandateke
}NEptsiilf51 2o6 morota 2o7 kureja‑F,kurarteja 2os jatta,kureta 2og jattaka,

kuretaka
asVS")71glfi 241 gotSiso:samadesu

467798 suXrzrkrethasvaJlIHI]7wwJll
fatk･#th･geiiSglfl 147 okinasai 14s okire 14g akenasai lso akere
151 inunajo 152 inuna 153 inannendazo ls4 ikanebananne
dess'skngeilZJ$l lss inujo ls6 oregaiku ls7 anohanawakireidana

kK･kbRii.egil2Sl lss iljukotoomotteiru lsg ikanai,ikumai${l>
160 ino:teba 161 initaina: 162 initakutteSo:ne:na: 163 initakunai
164 ittemoraitai
va'nv/k.fikPfiiESI 16s inudaro:#.,inube 166 inane:be: 167 inuandaro:
168 ittabe: 16g ittandaro:#.,ittandabe: 17o tabunamedabe:
171 diuriso:da 172 josaso:da 173 bjo:kiraiii 174 amedaso:da
175 takaiso:da 176 itaso:da 177 diu3isanmitaida
eema･!SiiiSSZIfi 186 ipukainaneka ls7 dareikka lss nanda lsg dareka

190 dokka 191 itsuka lg2 i:ndakana lg3 daregajakka
194 do:titemojaru lgs kurue
]eEpt!t?IZSI 2o6 moratta 2o7 kure 2os kureta 2og kuretaka

asUS' )iSiSl 241 gottiso:samadegozaimasu

468487 MXva=‑ltas‑gptfiEifEua1a
ff}i4t'#ut ･Xilj$tSl 147 d3ikandakaraokireitf,d3ikandakaraokiroM
14s horad3ikandazookiroZ}l,horaokirod3ikandazoXll 14g modooakeroja

150 madooakero lsl (sottfie)jukuna#.,(sotttie)ekuna,
(sotttie)egunast ls2 egunast,egunaejast ls3 ittSaikenaejo#.tll,

itttadamedadoZli ls4 ekankeradameda
desu'su4SIESiEE lss juku#.,ekuxt,eguili,egukote{l>S,egusutetanomuejaXli

156 oregaekundaejag ls7 kire:nahanagaaruna:
kg.gthE9g.nSXM lss ekkotejalll,eko:toomottendadomo lsg egane:ejatll,
‑ 299 ‑

egitakunaity21 16o ekoteja,ebejjame,ikanka 161 ekitaina:
162 jukitakutedo:to:monetebai;l7 163 jukitakunae,xegandemoe:jaXll
164 ettemoraetae
#kS')Iee!9",.IikmaX]fi 16s jukundaro:,egundaro$,eguro:st,egudaro:st
166 ekanendeneka 167 egundaro: 16s ettandaro:tli,ettandene:katr
16g ettandaro:,ettandene:ka 17o ×amennaruandene:ka2iE,amedaro:6!>Z}!,
amenandaro:Elgili$l! 171 diurisogeda 172 e:geda,xe:gandene:ka,
e:mete:da 173 bjo:kimiteda 174 amedatoja 17s takaito 176 etandatoja,

etatoja 177 diud3isanmiteda
fima.iSZua ls6 ekkaegapka ls7 dagaeguka lss nanda lsg daka
lgo dokkapi lgl NRtll lg2 e:darokatll lg3 dagaja:ja lg4 NR?Ell

195 kuruteka
IStipt!tXM 2o6 moro:tass 2o7 kureja 2os jatta{bl>,kureta,kuruta{i},,xkurutaeja
{IP 2og kurutaka{?>,jattakaasIl>
36VtS')iliifl 241 do:mosumimasenne
468651 wttaRliifgMas‑FNJIJIr)kijlptts
fi<}.NhltiLlt.geilj$ISI 147 itsumademonetennaijja,

xsonnapinagakuneterundeneoja,hajookirest,hajookirundaijja{IeXll
148 hajaokiro'okiro' 14g madoakerundaijja lso hajoakerejjaakerejja,
hajoakerundaijja lsl igumondenejja ls2 igume21i ls3 igunaijja
ls4 iganebanarane,igambanaraneZll
deas'drtl%XEIiL lss igukotesaZll ls6 oregaiguwando'Jilll

157 bakaanohanakiregedano:
lec%･2enRIE･ngiRSI lss igotoomoteruandaga lsg igande 16o igonneke
161 igiteandadomo 162 ikitotesetsuneandadomo 163 igitoneandadomo
164 ittemoreteandadomono:
ilEgk･tslf7k･fikeeilXSI 16s ×iguwandarokano: 166 iganero:ne:

167 Xigundarokano: 16s Xittarokano:tall,ittaro:no:212
169 ittandarotoomogano: 17o Xamerakafinnegano: 171 diurisogeda
172 iso:geda 173 ambegawa:rind3anekano' 174 amedathu:dano:

17s ta:kai￠u:da,ta:kediu:datw 176 itadiu:dano: 177 diu3isammiteda
tcIERS.5iREilZlfi ls6 igukaiganekakangetemiroSi,igukaigapka ls7 daregaiguka

188 nandaja 18g deka lgo dokke lgl Xdokkade lg2 i:andarokane
lg3 daregajarobaja lg4 do:demojarambanarankoteja lgs kuruandateka
}waptiveiE 2o6 morota 2o7 kurartejalll,kureja‑F 2os kureta 2og kuretaka
6VilS')iklfi 241 mo:Jiwakearimasenno:,gotsodegozaimasu
46ss4s *EkptmsIiww!!ifk21IEUrew2f<:izklERFz
tfiriil;･tcLLlt･geE}iSVil 147 jukasorosorookirojo:tll 14s jukahajakuokirozu:Xl

14g jukakirenaku:kigrerujo:nimadoaketekuro lso jukamadoakerozu'?E}
151 1'gunajo: 152 Zgunazu ls3 eQtedamenazo: ls4 egaNnaNneZl!
whas'sk@iltEII lss lgusa ls6 orelguNda ls7 anohananokire:nakoto
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jgeig.2EbE9i･nt¥iSXIII lss rgubetoomoQteru lsg rgume: 16o i'gubete'

161 l'gite:na: 162 rgitakutesjo:ne: 163 Zgitakune: 164 eQtemore:de:
ma･JISIf9S,.fikmailV$l 16s Zgube: 166 eganebe: 167 igunabe: 16s rQtabe:

16g i'Qtanabe: 17o tabuNamenabe: 171 huriso:da#. 172 josaso:da#.
173 bjo:kidakasiNnje: 174 amedado 17s tage:dado 176 etadado

177 huzisaNmite:da
eema･NftEiSen ls6 1'gukaeganeka ls7 darergukaZli lss naNda lsg darekatli

190 doQkani lgl rcudaka lg2 jokaNbekana lg3 darejarumoNka
lg4 jaNnegotoarumoNka lgs kuNdado21i
Iesptlt?SXil 2o6 moraQta#. 2o7 kurotall,kunaNsjoZl!2 2os kuQcja 2og kuQcjaka

zaV8')ilZSI 241 taeheNdanasikoNnakotositemoraQte
468911 *Skvamsl}*#Ktug3Etr)Rc77kptifIPi[JSIiEltT
ffitrti)' !trdrt 'Xiimeill 147 ogirojo 14s hajakuogirottsu:niZlll,ogirottebata!2

14g madooagetekuro lso madooagerottebatli,madooagerottsu:niZl!
151 egunajo ls2 ggunattsu:ni ls3 ettewadamedadzo:Zll ls4 egaNnaNne:,
jukaNnaNne:EiEpt>
dess.ax4%tSl lss egutomotai,egu ls6 orepaeguNdaZ]i,orepaegudaEff9Stli

157 anohanakire:dakoto,ktre:dana:
kk･kbEfi.ngES2Sl lss egubetoomotteru lsg egumae,egume:stLl>
160 egube:na 161 egidena: 162 egitakutefo:ne 163 egitakune
164 gttemore:te:
va')lgpt7ee･fikmai*tlfl 16s egunabeXli,eguNdabeil 166 jukanenabemo

167 jukunabemo,XjukudabemoXli 16s ettabemo 16g ettanabemo
17o te:ge:amedabe: 171 thuriso:daJ#. 172 josaso:da#.
173 bjo:kigamoSiNnje:ii!l,bjo:kirati: 174 amedaso:dagil#.
175 tage:so:da 176 etaNdatoikf,etaso:dant 177 thud3isaNmite:da
eema.!SZiSIZSI ls6 egukaegane:ka ls7 darepaeNka lss naNda lsg darekautl!

190 dogonika lgl gtsuka lg2 e:nogana lg3 dareoajakka
194 jaNne:kotoakka lgs kuNdatte
Ig$ptl:tillSl 2o6 moratta.±.k 2o7 kuro 2os kuttta2},xkuretatll 2og kutttaka

zaVS')iElfl 241 tagheNdanati
469472 l5ftrs.ngeGitifi!AscE[r1Tg
tfitrdi)'tciL･SiiSt51 147 oiokireja 14s itsumadenetende:,hajookireja

149 akereja 15o Xakenekeabjo:kininarune'kka,akenekeadameranekkafa
lsl iguna ls2 ittJadameranekka ls3 igaNjo:Jiiseja$li,ittJadamedazoZll,

itttadameranekkant ls4 igankeanaraN
tasc.stngleefi ls5 igukote ls6 oregaigukote ls7 anohanakire:dano:
jllk)g.sift9i.n¥ljSgifil lss igujja,igotoomotterujja{i, lsg igaNwa: 16o igote

161 ikitetoomotterujja,igitejjaZl! 162 ikitateikitatedo:tomone

163 ikitakunaija,ikitanaijatw 164 tttemoraitaija
iffS.jli3XIS,.fikma2ve$l 16s ikund3anaike 166 ikandaro: 167 igund3anaike
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168 ittandanaikai 16g ittandanaikana: 17o amedanaikai
171 ×thuriso:nattekitano: 172 Xind3anaikai
173 guaigawaruind3anaikana{},bjo:kidanaikaja 174 amedatoas
175 Xta:ketenekka 176 itaso:dazo,itandaso:dazo{l}
177 diu3isammitedano:
ecma･!SZiiSIM ls6 igarekondeaigannekondea ls7 daregaikkondea lss nande
189 dekaga lgo dokkapi lgl mepi lg2 i:d3anaikana lg3 daregajaruto
194 jarankjanarankote lgs kurundakaja
t{Sptleiilfgl 2o6 moratta 2o7 kunneka 2os jatta 2og jattakaja

il6VtS')ill$Z 241 gotfiso:sama{i,,arigato:gozaimasu
469546 ffes.eftftmailifiEg:wr
ffir4r･Xilt.Xii3}iliM 147 okinaika,okitarado:dai{l},okirejo 14s okirejaZli,

itsumademonetend3aneff 14g aketekureja
lso do:Jitemadooakenendaijja lsl ittradamedajo ls2 ittjadamedatl!
153 itttaikenai#.,itttanaranzoliiE{P ls4 iganakerebanaranai#.,
igankjanaraN{ie
whss'skgSSS2]il 155 igu ls6 oregaigu ls7 anohanawakire:dana:
kg･enSE･ngi!Xifil lss iko:toomotteiru,igotoomoterutw lsg ikumai,
iganai{li,,iganejjast 16o igaoka 161 ikitaina:!I}ipe.,igitena:tai

162 ikitakutedo:tomone 163 ikitakunai 164 ittemoraitai
}fES･Iik!IS,･fikmaiSZJfi 16s ikudaro:{e,iguro:lilEilf 166 ikandaro: 167 ikundaro:

168 ittadaro: 16g ittaro:$}l,ittandaro:Zll 17o tabuNamedaro:
171 diuriso:daff t.,diurisogedase 172 i:geda{5f,josaso:da #.
173 guaigawaruiraJiiipe.,guaigawa:rigeda9 174 ameraJiizo{I},amedateja
$ 17s takaiso:da{}>,takaidiu:daE9SEIi 176 itaso:da,itagadateja,

itageatejafa 177 diu3isannojo:dana:,￠u3isammitaidana:tw

fima･RESIViEl ls6 ikukaiganka ls7 daregaigukatal,daregaigujaraiEwt
lss nandai lsg darekatlll,darekagatr2 lgo dokkapi lgl itsuka
192 i:nokana lg3 daregajarujast,daregajarumonkaZl! lg4 kanarazujaru

195 kurundato
IIXpttiStlifi 206 morattaijja 2o7 kure 2os jattaijja 2og kuttakatll,jattakatal

Z6LNS')refi 241 sumimasendesune!?>,gottsosamadesunest
469695 suesMatsIktaasJLIZ{irelicr)ktsJII

fSb4t･tctE.geigeeSl 147 hajakuokire 14s hajakuokire 14g aketekureja
150 akerettfiganpi lsl ittSanandzo,igunast ls2 ittfanarandzo,iguna
S 153 ittrangattadzo,ittfanarandzo ls4 iganbanaraN
desu.axtlSei!ZIl lss igugure{},iguigu ls6 oregaigu ls7 anohanakire:dakoto
kS･KbE9B･n¥iiStEgl lss igo:toomotteru lsg igane 16o igo:jaoi
161 igite:na: 162 igitakutedo:Somone 163 igitakune 164 ittemoraitai
IFfiIS!')Blf/S,'fikeeiSZilfi1 16s ×igutoomo:domo{e,iguro:asY>,×iguro:toomo:domo

166 igangattfaanme:ka 167 igugattfaanme:ka 16s ittad3aanme:kaS,
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×ittatoomo：domona：

16g

ittagattaro：

170

×taite：amedana：，

taite：amedar。：多171×φuttekuruka∫ira漁dz。注，φuris・9eda，φuris・：da

多172」・9edana：1739課目：9awari：d3aanme：kane
175takaiφu：da

176

174

amedaφu：da

itaφu：da注1，iteattatt∫ihana∫idadomo注2

177φu3isanmitε：da

疑問・反語表現186igarerujaraigannεjara
18g
194

darika

190

dokka

195

jo：∫ijaru

授受表現206m。ratta

191

itsuka

187

darigaigujara

192

i：kana

193

188

naudaja

dagajarujja

kuruto

207

kureja

208

jatta，kureta多20g

kuretaka多，jattaka

誘

あいさつ表現241morattebakaitemo：∫iwakene：non∫i注，90：tsodanon∫i

46g792

福島県南会津郡只見町大字只見字引ノロ

命令・禁止・義務表現147ハ島国口口ヨ148オギロ149トーアゲデケロ，トーアゲロ
150

トーアケ。ロシ

ユー二

151エク。ナ

152エク。ナシ

コ。一二

153イク。ナヨ，イッテワタ

メタ

ソ

154エカ。ンナンね一

強調・詠嘆表現155イク。サ156オレイク・157アノハナキレーダ
意思・勧誘・希望表現158エンへ
161イキ。て9一ナー

一ドォモッテル159エク。め一160エンへ

162イキ。タゆク9テ9コて9一ランニェー

一ヤ

163イキ。タ9ク

ね一

164エッテモれ一て9一

推量・様態・伝聞表現165エンへ・一ヤー166エク・め一ナー注，十八・ナが一へ
167イク。ンタ

へ9−

168イ・ソ引馬9一へ9−

171×アメンナリソーダ，ブリソータ

アメノフーダ多175山け

195クンタ

191イス9カ

一へ

一

170タフ

173ビョーキ9クせ一

ンアメタ

一へ

174アメタ

一

フータ

レーインカ188ナンダ

192je：ノカ9ナー

189ダレカ

193タ9レーヤ・ソカヤ

194ヤンね一コ

ドア・リカヤ

ッテ

授受表現206モラッタ

207ケロ

208ケタ

209ケタ

カ

あいさつ表現241タエヘンダナー

469811 福島県大沼郡金山町大字中川字居平
命令・禁止・義務表現147ha：。9imj。：注148 hajaku・9ir・
14g madooaketekuroja：注 150 naNdamadoagenenokahajakuagero
151egunajo：
154

152

eguna，egunat∫i：ni言秀注

153

ettenaNnε：dzo：

egane：naNne：

強調・詠嘆表現155．egut・m。ja：156・reeguda多，・reegun・ja：注

157naNdatteanohanautsuku∫i：na：注
意思・勧誘・希望表現158egubet・。m。tteru 15g
161egidena：

162

egitakute∫o：nε

163

egumae多，egume：160
egitakune：

164

egubewa

ettemore：dε：

推量・様態・伝聞表現165egube：166 eganakabe：na：167 egudabe：
168ettadabe：16g ettaNdabe：170 ta∫ikaamedabe：171φuris。：da共
172josaso：da共173

176etaso：da

，

一フーダ176エダフーダ177フジサンミで一場

疑聞・反語表現186インヵエヵ。ね一が187タ
190ト9ッ宝引

169エ・リタンタ

172ヨサソーダ

一瞬

bjo：kira∫i：174

amedat∫u：dzo

177φud3isaNmitε：da

一303一

175

ta9ε：so：da

疑問・反語表現186釧kaegane：ka
190

dokonika

194

jaNnε：d3u＝akka

191

187

etsudaka

授受表現206moratta共207

192

195

kuro

dareeNka

188

e：bekana

naNda

193

189

dareka注

dare耳〕ajakka

kuNdado

208

kutt∫a

20g

kutt∫aka

あいさつ表現241taeheNdana∫ido：modo：mo
469894

福島県大沼郡昭和村下中津川新田

命令・禁止・義務表現147唱酬オ血判ヨー148サッサト

オギロ149マト

オアゲデクロ

150ハヤグアゲロ151エク・ナヨ152エカ・ンニェーゾ153イツテワダメ多，イツテナンネー
154エカ。ネーナンネー

強調・詠嘆表現155イク。ワヤー156オレヵ。イク。ダー157アノハナワキレーダーナー
意思・勧誘・希望表現158イク。へ㌧ト
イク。へ

一ヤー誘，エーへ9ヤー

163イキ。タ9ク9ネー

164

オモッテル159イク。メー160エカ。ネーが一，

161イキ。テ

イッテモレーテ

推量・様態・伝聞表現165イク。ダーへ

一ナー

162イキ。タ

クテショーネー

一

一166エカ。ネーダーへ

一167イク。デネーが，

イク・ダーへ9−168イツターデネーカ㍉イッターダーベー誘169イッターンネーが，
イッタ田鰻9一へ

一

170タシカアメタ9一へ9一，タシカアメンネーへ

×フッテキソーダ

172ヨサソーダ

175タケーソータ9，タケーシ

173ビョーギラシー

ユーゾ

・一

171プリソータ9，

174アメタ

ソーダ，アメダジユッケ

176エダソーダ，エダージューワ

177フジサンノヨータ9

疑問・反語表現186イク・がエカ。ネーが，エンカェカ・ネーが多187ダ．レカ。インカ188ナンダ
189タ9レカ

190

194ヤンネーコ

ト

授受表現206モラツタ

ト

コ

カ

アンメー

207クロ

二

191イス

195クンタ

カ

192

je：nogana：

193タ

レカ。ヤ・ソカ

ツテー」

208クツチャ

209クツチャカ

あいさつ表現241ゴッツオーデヤス，エダミイリマシタ多

46ggO6 福島県会津若松市字新横町
命令・禁止・義務表現1470kiroj。：148 hajaku。kir。9udzugudzusutene：deoki「o
sassatookiro 14g madoaketekuNnjε：ka：madoaketekuroe：
150sassatoagero 151 egunajo： 152￠9una 153￠ttedameda，ettenaNnedzo
154eganeaaNne：注，×eganεnaNne：da注，egaNnaNnε：誘注

強調・詠嘆表現155egu

156・reηaegu，・re胆eguda

意思・勧誘・希望表現158的ubet。・m・tteru
161egite：na：

162

157

an・hanan・kire：dak・t。

159⊥9ume：16019ube：

egitakutetamaNne：

163

egitakune：

164

ettemore：de：

推量・様態・伝聞表現16519ube：166 egane：be：167￠9unabe：168 ettabe：
16g ettanabe：170 tabuNamenabe：171φuris・：da共172 j・saso：da共
174amedaso：da共175

173bjo：kira∫i：

177

176

etaso：da

φud3isaNnojo：da

疑問・反語表現18699ukaeganeka
190dogogani
194

ta9ε：so：da

191

工dzuka

jaN脆ε：90toakka

195

187
192

dareっaeguka
e：nogana

193

188

naNda

189

da「eka注

dareηajarumoNka

kuNdato

授受表現206moratta共207

kum 208 kureta，kutt∫a多20g kutt∫aka
あいさつ表現241koNnani∫itemorattetaeheNda蕊a∫i

一304一

47ol13 LLIJIIfM;fiiLltasemllEl]7)kSe2sli{tsZiHB2ttsZ

th4}'¥th.eeiljliESI 147 oggXrohasa' 14s ogglro 14g ma‑doagedekoro
150 madoageto lsl rgannedzo,rgthnajo' ls2 rgdina ls3 rgannedzo,
rttedegAgAr'"nedzo' ls4 ZganeneAT
wtsu･drigeiSZSI lss l'gut ls6 oceAaZgul ls7 anothanadidzdigdif}''godo

ee.gthE9i･ngiltSl lss 1'gthkand3oJItta,Igthdoomotta,1'gdigadoomotta
lsg i'ganeAi 16o rgdibeA" 161 1'gldeAlna: 162 ZgZdaljditetamaranaAr
163 !gl'dagthneAr 164 lttemoralde'
lffS.IaX9ee.fieeXM 16s rgthbena' 166 rganebena' 167 Igmbnadabena'
168 Zttabena' 169 1'ttanadabe' 17o tabcaAn amedabe･,

aJs'

J=

xtabthn amenrnanbe' ln dithrlso'da: 172 XI:gambena'
173 bjo:gl'nnebega 174 amedadidi'da!i}>,Xamedaso:da21 17s tageAadith'dafa,
tage'Saso:da#. 176 rdakkedo,rdagattado 177 thdi‑tl;sanmi'daAeda
eema.NiiSvafi ls6 rgdigarganega ls7 dareAal'gthga lss nanl'daja lsg darega
lgo dogoganl'#.,dogogasa,dogosaga,dosagafa lgl ldzulga lg2 r'begafii>,

rgabega lg3 XsthtdimondeneA'Aatr lg4 sannegodoAanaArbe･
195 kdirditte',kdiedinadatega'
IesptkiElfi 2o6 morata 2o7 koroja 2os kdidda 2og kdiwasedaga,ka￠edagaS
toUS')il2Sl 241 arlljadosanfa,arrljado:godzarmastp‑lt

'

470445 EglX‑‑capt"wr
dilit･tcilt.eema 147 ogrro 148 ogl'ro 149 agero 150 agero lsl Zgvanajo
152 rgrMnajo 153 ZttewaZgenejo ls4 rganakurtewawaga"negara
wtss.drqSgilggl lss lgursa ls6 ore'rgru ls7 anohanal':hanadana:
ke.eniS･tSikJfi lss rgurbedomottera lsg rgane' 16o 1'gurbesut'
161 igrdena' 162 l'grdekuateszukatane' 163 rgrdeguine' 164 e"demorede'
IIkig.tsl!7S..fikmaiSZIfi 16s lgur"dene'gana 166 rgane"dene'ga 167 1'guanodabe'

16s rttabena' 16g rttabena' 17o krttoamedabena',kr̀toarnedene'ga
171 diuiruSjo'da 172 1''jo'dana' 173 a"be'warrdene'ga
174 Xamediuirrdadoja 17s tage'doja' 176 rdanodadoja
177 diuid3rsaNmrde'dadoja
flma.MIiklgiff! ls6 lgurgarganega ls7 dare'1'gruga lss na"dare' lsg dare'
190 dogosaga lgl rdzdidàtaga lg2 r'nogana' lg3 Xga'nettfa
194 ja"bena' lgs kuìtoja‑
Ieet12il2ifi 2o6 moratta 2o7 keroja 2os keda 2og kagedaka
6VS')ilUfi 241 arrgadogasuita
470sg3 XiillvaSl!lgg#aslientE"ljiK2f<71A2Rt

tfitr41r.#Jlt.2iSiSgfi 147 gakko:saegtujo:nnattagaraogi'raeN 14s hajagdiogrro

149 mado:agedekeraeN lso ma:do:hajagtuagerodeba lsl egjaha"na
152 egtunadeba ls3 egahannajo,ettjawaganne:garaXl!

154 egane:bane:gara
dede'sungeilgij1 155 egth ls6 ore:egut ls7 anohanakkoadidzdigcasr:godoa
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kZ･tm･it¥wh lss egutbe:domotterdi lsg ggane: 16o egdibesth
161 eglte:na: 162 egl'tagditeSo:ane: 163 ggrtagtune: 164 ettemore:te:
#ES'1eef?sct･likesiSZSI 16s egdibe:ne: 166 eganagaMbe: 167 egdinodabe:

168 ettabe:ne: 16g ettandabe: 17o amedabe: 171 diturlso:‑da
172 e:jo!da 173 bjo:grnojo:Nda 174 amedatsut: 17s tage:ttsdihanasi'da
176 edattsdina: 177 dididzlsaNnojo:da
eema･5isiilgill ls6 egdigaegane:ga ls7 dare:eNga lss na"da lsg darega
190 dogonlga 191 edzutga lg2 egaMbegana lg3 dare:jaMbesa,
dare:jardittega lg4 janne:ttsdi:gotoaalsiga lgs ktartutte:
EEptectreIl 2o6 moratta 2o7 kero 2os keda 2og kedaga
MVS')ilgSl 241 arzoadogoasth,edadagrjasut

470643 gtlSk/qfi<M?eili¥MAtwcrt
deii)'nt!t .SiiSiStlifi 147 oglrai‑jo:,×mo:nanad3rdajo:XII,×oguireruijo:
14s itsthmadenetennoXll 1 ,ma'daogXne'nosuakalll 1 ,sas$atooglrai‑Zli 1 ,

sassatoogrrolbl}l2 14g madoaketekeraiNZ>21I1,madoaketekenne'kana
tsi2 lso na:srteakenenossa,itsthmadeakenenossa,ma:daakenenosuika,
sassatoakerai‑,hajakurakeraiN,sassatoakerolll lsl (sottsa)iljlansdina
tlll,(sottsa)inlassrna212 ls2 itttadame,inurnaidll ls3 ipuinajo',
itteAjAadamedajo:?lll,itttadamejo:maR 2 ls4iljanakuiteawaganneAe',

inanegeneAest
whsu'sugilgifl lss enur ls6 oreAaenuanda,oreAainuandegasur‑lt

157 anohanaurdzdigursrna:,nantoanohananotudztuguas!godoAath,
nantoanohana'urdzthgwsrgodoAal!>2]1
:;kg'tm･ngilVfi lss inzllbedoomotterua lsg ipaneAee 16o inuibe',inaneAega
tai 161 ipl'deAeena: 162 ioldagurtewaganneAee,ipt'dagurtertoaneAee'llS{le

163 inl'dagurneAee' 164 Xittekene'‑eebekana:,ittemoreAre:deAena:2e
ma'tSRflS.'ffkeail2Si 16s inuandeneAe'ga,inuabe'21,×inrlltoomo:na#.

166 inanebe'lli,inanendeneAe'ga,ioaneAedoomo:na#. 167 intllndabe'Zli,
inuandeneAee'ga,×inwndadoome:na:#. 16s ittandabe'lll,
xittandadoomo:na:iM.;,ittandeneAe:ga 16g ittandabe'tll,
ittandadoomo:na:#.,ittandeneAM:ga 17o tabuiNamedeneAee'ga,
tabu:Namedabe'tli ln ×diuittekiso:dana:,dirllrlso:dana: 172 i:je:dana:
#.,×jogambe?l 173 bjo:gidabe,bjo:gtdene'"e'ga,bjo:gidadoomo:na:.H.:
174 amedattsa: 17s tagettsa',tagettsuadzo:ta!,tagettsuajo:
176 edattsandattsa'ilitt,edandattsru:dzo{},edandattsa:fa
177 dirlld3rsannojo:da,thurd3rsammideAM:da{le,ibuid3rsansokkuiridana#.

eema.Ndeil2Sl ls6 iovagaioanega,inkainanega ls7 dareainka,
dareainurjonnakka lss nanda lsg darega lgo dogonlga lgl idzuldattaka
lg2 jogambegana:tll,e'ndabegana:$ll lg3 dareja'jambessa,
Xdareja'jaruamoNambe:ja lg4 janneAee'ttsut:godoAaneAe: lgs ktundatte,
kuaruatte
Ig2ecpttiWill 2o6 moratta 2o7 kero 2os kuareda,kedatw 2og kedaka,jattaga{l}l}
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i}EpLtN8‑)Xst 241

do:modo:moarinatogodzarjasui,konnagotoSiatte

471055 LLIIIAEifasfd=2f<JNitfM
tfli41･#th.Xig}iEM 147 hajagurogZro 14s izuamadenedennada
14g madoagedekulreja lso madoagero lsl oBulnajo 152 npurna

153 ettegnene,enurna 154 epanebananne,enanebadegine,eoanenne
deca･skqgljZSI 155 enurja 156 orepaeprundahage ls7 anohanakirg:dana:
kg･kbSE･nStil2Ifit lss enrdedoomotteda lsg enane 16o abeja:
161 ettemidena:,enidena:st 162 nambositemoeljl'dena:,
ept'dekvtegamandegine 163 epidegvane 164 ettemoraide
IIfiS'ISrv3ge,.tiiFiasglft 16s envabena: 166 enanennegatr 167 epuanadabe:

168 ettabena: 169 ettanannega 17o amerannega 171 ×￠uattekturuannega2,

×diwrusna 172 Xe:nannega 173 warinannega,bjo:kirannega
174 amerado: 17s taggettekezo: 176 edakedona,edagattadona:Xli
177 diWzisaNmide:dana:
fiRdi･ntESIgSl ls6 eguagaenanega ls7 dareenka lss naniraja lsg darega
190 dogogasa lgl ezuaga lg2 e:begana,e:harabena: lg3 dareasur33ua:
194 kanarazurjazzo lgs kuaggaja:,kvaruate:
Ig2ptlle2SZSI 2o6 moratta 2o7 kuareja 2os kurdda 2og katedaga,kuaddaga

6US")iSilfi 241 aripado:

471132 thMMffEitiEfkHIT
ditri!it.antt ･XSSSiill 147 ogrro 14s sassadooglro 14g madoagedekeroja
150 hajagthagero lsl (hottJa)opdina ls2 ljljdina ls3 1'ttewadeglne:dze

154 nnananne
whsu'axqgeilZJfi 155 ljndi ls6 oreondinada ls7 anohanacadzdigthtl:godo,

, anohanakglArAe:dagodofa
keq･tm.RgilgSl lss ondidoomotteda,nodikand3o:Srttast,nndikand3odafa
lsg noaneAT 16o nncabeja,abed3diiiigtl!,abejal,nndibenaja
161 nnrdaAena: 162 rgrdaAekvteto:ne 163 zgrdagutneAi

164 ×1'ttemotawanane?l!,zttemoraAl'daA!
lfkS･1ee!9S,･tikmailZSI 16s oedibe' 166 noanebe' 167 npdinadabe 16s Zttabe
169 rttanadabe' 17o tabthn amedabe 171 theatrso:da,dithtcaml'daedast

172 em1'deda 173 bjo:g1raf1:{e#.ta!,bjo:grmrdaAedal$,
bjo:ni'nmZdaAeda 174 amedado 17s tagaAedo 176 rdado,rdakkedolgS{i>
177 ￠tu‑tlrsanmZdaAeda
ftigldi.!scma ls6 nkapnanega ls7 datel'okafa,dacerljthmondaga lss nanXdaja
189 darega 19o dosaga lgl idzthga lg2 r'nadanandaganata1,r'nadabena
tli2 lg3 datesdirtutel,darejambte.;tekE{l>Xli lg4 sannegodoambaAija'
19s kthnnaga￠ajaXli,kthnna'tefa,kthtthte
IeepteiSISI 2o6 moratta 2o7 rppon ja'tl! 2os adzthgedat}! 2og jattaga

toUNS')21em 241 arroado:sandesdi
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471215 g#it/4EKiiElew1:i{iHlrraestiie2RIN

dìtib･Xilt･XiesZIR 147 ogl're 14s tfattatoogrro 14g madoagedekero
150 hajaguiagero 151 (sottsZe)ettewaganne: ls2 sottraettedameda

153 eljurnajo,ettSawaganne: ls4 ettekonekuateananne
dess'ax4SlliilaSl lss enuana ls6 oreenur ls7 anohanauadzutguasuregoto

kE,H,..eniE.eg21tlfi lss egutbetoomotterui lsg ×ettewaganne:bettJa,

eganettfajast 16o eganega,eganegaja 161 ettemZtenaja:
162 eUltegettomonajatli 163 els1'talsdine 164 Xettekenebelsanaja

lfES･ew.g.,･fikFitsZM 16s ×enkamoSInne,xenkatinne,elsuibe:st 166 eganenaja

Ill,elsanebe:me 167 eguanodeammega,×eguanodabeka
168 ettanodeammekaXll 16g ettanodeammeka,ettandeammeka 17o amedabe,
×amedabenajaXll,amedattJa,×amedatttanajaZli 171 ×dituttekZso:da,
×diurttekXso:danajatll 172 1':jo:danaja,×1':naja

173 guawe:warrso:danajatal 174 amedaSoja:tai 17s takesodanaja
176 edadoja 177 thdid3'isaNnrn'idertlljo:danaja21,didid3rsaNmZdedanaja?l
eeRdi･5ZESIgfi ls6 eokaeganelsa ls7 dareeljka lss nanda lsg dareka
190 dokkanl' lgl etsulka lg2 eigabelsana: lg3 Xdaremojanne:na:?Elll,

daremojanneze:ja21! 2 ,daremojanne3e:ja21! 3

194 namborXttatejannekuatenannena:,nambofrttatejattemZsettoja
19s kuaruattegaja?li
}eeti2iESI 2o6 moratta 2o7 kerottSajatal 2os keda 2og kedalsa

6V?IS')iESI 241 ari'nato:

471240 tuIEIMfiifasvawr)ltIP@er
tfb4t･#Jlt.Xilmeil 147 oglrojo'{le,ogiroja'gst 14s ogi'ro 14g agedekeroja'
150 agero 151 rgthnajo ls2 Zgthna,1'gdinadzth ls3 Xttedamedadzo,rgulna

154 lndicannaZ{e,!nanedodameda
dess'drma 155 rgutja 156 oDelgdinara,orergdija
157 anohanathdzthguts1''godo,anohanatudzthgthsr'tta:

kk･kbkE･Rgiil21fi lss igthdoomottera,igdikand3oJ;tta lsg inanetJa'
16o abetSa'tl!1,abeja'lfll2,abatfaArja'lll3 161 r"xdaAena'
162 'ipldaktpteSo:nena: 163 rgrdagulne',Zgdidagdine' 164 tttemoradidaAe
va')tskF",'fikmailZSI 16s indibe 166 ipanebe' 167 intunarabe' 16s tttabena'

16g i'ttanaArAabena 17o tabthn amedabena',tabthn amerabena'
171 ×didittekl'so'dana:,×dithttek}'so'cana: 172 l''jo:dana:,1'jo:rana:

173 bjo:g1'ras1''na,bjo:gXmidaedaat 174 amedado,ameradofa,
amerandado{il>lt,ameraso:da,amerandaso:da 17s tagardo,tagarso:da{},
tagal'‑dadoSL!> 176 Zdaso:da,ldakAkAedo:{i} 177 thdiNd3rsanmZdaeda,

dith‑d31sanml'dera
fima'iSZ}lleeiFt ls6 lnkalnanega ls7 darelljdindaga,darernutcanagatw

188 nan'idaja',nanlraja',nanrja'{ie lsg darega lgo dosaga,dogonlga,
dogosagat}l1,dogogasattwll2 lgl Zdzulga,Idzdidattaga{e,Zdzthdakkegast
192 1'ganbegana,Z'begana:{ie lg3 jardimonka,jattogo$,×jannetta'
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194 jaranedelnetra:,jattra',jannegodoammetJa' lgs ktuedinarate',
kturtutAtAe･
IltptltilZSI 2o6 moratAtAa 2o7 kero 2os ketAyAa 2og katedaga{ie,jattaga,

ketAtAaga:
Z6VNS')XM 241 ar1pado'godzalmasca,o:g1nIdo'moarlljado'

471460 gipk/g}Rtnasg#vawr7erStw
tftri).Milt･XiljSillSl 147 ogrrottajatll 14s tSatfadoogl'ro 14g ma‑doageSeja

150 hajegu:ma‑doagero lsl (sottta)egwna,(sottJa)entuna
152 sottSae9urna,sotsZsaegurna ls3 ettewawaganne:do
154 enane:igditenanne:nda
desu.stq%gEfi 155 epuasa,eouaepua,enuatfa ls6 orepaepuandaja,oreenuanocca
ls7 anohana:uadzurigtusi:ttSana,anohana:tudzvatsuasi:godo,
anohana:urdzualjuasi:goda,anohana:uadzualsursi:godana
kg.2blRiE.n$iStlfl lss enuabetoomottesaXll lsg enane: 16o anbe:ttfa
161 elsrte:na,eklte:kedomo,els!te:tSana 162 elsitekurteveleA" ,y+vXl!,
elsitekrutevei$s7‑Zll 163 eprtalsuane: 164 ettemore:de'
ffE･ew.e..fikmailtSl 16s epuabe 166 enanebena 167 egurndabena:
16s ettabettfana:tr 16g ettandabena 17o XtabthNamenatto?ll
171 ￠uarthsoNdadzotail,diurrthso'‑dado$}l2 172 e:joda 173 bjo:glmrte:da

174 amedaso:da 17s tage:so:‑da,Xtage:sg:‑dado 176 etandadoja
177 erudzrsannojoda
fima.MliSIZSI ls6 enurgaenanega ls7 dareeljurbena lss nandakkee lsg darega
190 dolsoga,dokkani lgl etsdiga lg2 e:nogana: lg3 darejandakke
lg4 jannegotoamme:tta lgs kuindatojaZli
waptiStSl 206 moratta 2o7 kero 2os keda 2og ka￠edaka2iE,jattaka
asUS')iltEII 241 arrnasogodzarrsrta
471552 g#it/qwwM*NIil]7tiCJIit?rfiliilt#
tfi)i;t.Xilt.eeilj$llfi! 147 ogrro,ogite 14s ogidaraegambettSa 14g madoagete,

madoagero lso agerurnda lsl (sa)enuanaZl!,enundene:dzo
152 enuttteawaganneigara ls3 ettewadameda ls4 eganekurtewagarane,

eganEkuitewaganneS
desc･skem 155 egulKara 156 oreoaegrllnda ls7 anohanauidzulkulsX:
kki.ebl9S.nt$iSiSl lss eguabedoomotterzM lsg e4ae: 16o enurbesipt,abe
161 eprde:na: 162 enrdeguadejacee:ne:S 163 en!degurne: 164 ettemoreSe
IEfi'igk!l".tlikmaiSiSl 16s entube: 166 enanebe: 167 enuandabe: 16s ettamdabe:
16g ettamdabe: 17o ×thuippe$ll 171 diutrisoda,7,yifijvNy7t$st 172 e:bettra

me 173 bjo:gidene:bega,wari:ndenebega 174 amedattsast 17s tagette
176 ettattsa 177 diuadzisannojo‑da,thwdz!sanmide:da
eene.!iEiik21!lfi ls6 enurgaenanega ls7 dareenka lss nanda,xnanijaS
189 darega 19o dogogani lgl eSsurga lg2 eoana,endabeganaut
lg3 Xdarejappetsa$,Xdaremojanne lg4 ie"iystvJl,ZS lgs ktuttegaja6,
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koppegaja

ptt(:ptscljIV$l 2o6 moratta 2o7 xgottsosiro21El,kuarerout2 2os kuareda

209 jattanoga
2e6VEIS')ilZ]iEl 241 arznato:

471598 gijiU47waasA.meJ[lwr+Hwr
ditrd;li･X‑Lk･Xma 147 ogZsa5,ogZtara 14s hajaktuoglro 14g agetekesa‑
lso hajakuragero,ageseL lsl enl'suana ls2 eouana,enls"nalt

153 etteadamedadzo ls4 enane:geane

whss･drgfiXSI 155 eouasaXll ls6 orea endinda ls7 anohana:uadzurguasut:goda
PdJig,･2etnt9E･n!iltifi lss eguibedoomotterua lsg eoane21 16o enuibespa 161 egide

162 epZtetsuateStane 163 enldagtune 164 ettemore:te
?EES･IifiIS,･fikmaXM 16s egurbeXl!,eouabe,xeotundegaLnkalt 166 eganebe,
enanendegaipka‑lt 167 eljurndene:ka,Xeouandegainka‑lt 16s ettabe:,

Xegrswtabe‑lt 16g ettandabe: 17o amedabe:,Xamedegainka‑lt
171 ×thWPPe: 172 e:jo‑da 173 bjo:gl'dabe,bjo:grnojo:da,
bjo:gZdegaiokaL 174 amedado 17s tagedofi5,tageso:da#.,take:tsdike

176 etado,×etadossa,etatspake,edandado 177 thuidzlsaNmlde:da
fias.!ftI"iSleifi" ls6eguagaenanegals7dareegtundagalssnanda,nanl'ssaL
189 daregaZll lgo dogoganl' lgl etsdidaga lg2 endabega lg3 dareajarurtte,
dareajarwkkena lg4 krttojarzu?Ell lgs kuandatte,kuiruittelll
}eepttikl;l 2o6 moratta 2o7 kero,kesa6‑lt 2os keta 2og jattaga,xjarlsrtaka‑lt
MU6')iliSl 241 arlnato:godzarisurlt,arrnato:
472145 LLIff>}lilititJktLLI#iSfJEME"1kIiNZ]

tSitrtfi}･tc.LE･ee2ptISI 147 mennojaogiroja,ogidarado:da 14s horgogirozua:

149 mennoja:to:agedgkero: lso horgagerozua: lsl enuanana:
152 enuanazur:,egurnazur: ls3 ettewarl'zua: 154 eganebanaranezur,

×ggannae$tr,×egannane$tr2

tass'blggEiESI lss egua ls6 oreeguabgna:,eguabetta:,ggwgodosuakka
ls7 ara:ruzmugurse:godo:tll,ara:urzurguase:tfaXl

.
jl;kig･erE9}･nStiltSl lss enuakaN3osttta lsg ljnaneha: 16o eoanegaJa:
161 eoldena:,enrdetSa: 162 epi'dakwteSo:nae 163 ljpuadagtune:
164 9ttemoraide:
}tEga･iSge",.fikaswtL 16s nouabena: 166 ljnanebena: 167 eguabena:,eguanannega

168 ettabena 16g ettandaMbena: 17o Xklttoamethutridabe
171 ×￠uittekiso:da,diu:riso:dana:,×diuattekwrtujo:dana: 172 e:jo:dana:

173 bjo:kimozlda,dogogaambewarl',bjo:kidannegaja
174 XamediurrZdatSua:ke 17s taggalttaneja 176 gdatfua:ke,edado:
177 diUizisaNsokkrllrida,diuizisaNmide:dass
eema.MEIiiSafi ls6 eguagaeganega ls7 dargenka lss naeda lsg daregakarega
lgo dogogasa,dosagail: lgl ezurga lg2 e:gana: lg3 daresurzzru:tr
194 Zetta!jaruazo: lg5 kurnnaga:,ktunnagaha:
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}eeptAiSaN 2o6

morata 2o7 kero 2os kedda 2og kateda,kedaga

tovs‑ )XM 241 arrnadosaN,arrnadogozaNs;ta,gottsosaNZII
472340 gijie/4hffas4evMwr!!Etn
tf}r4I;･tctL･XiSiSISI 147 ok!ruikuiradajoWa21E 14s ogiro 14g agedektsinnega

lso agedekerodeba lsl eguinajona ls2 eguanadeba ls3 ettewaganne,

ettedamedajo ls4 ekanakwtewananne:,ekanakuatewawagamnendemonaja

L
whas.suq%ilE lss eguabettta ls6 oreoaegvagodoninattenda,
orenaeguigodoninattendamonaja ls7 anohanatamanedeuadzwgtusi:goteja:
kki.tm.n$iSafi lss eguabedoomotteda211 lsg eganewal}l 16o abe
161 egrde:naja 162 nantosl'stemoegrtenaja 163 egldagvanettrata!

164 Xettemorawanakurtewagane
li#Gl.re!7ss.tXmailglll 16s egrundene:ga 166 egane:lsamo￠ene: 167 egusnodene:ga

fa,egurndabe: 16s ettandene:ga{}>,ettandabe: 16g ettandagamo￠ene:fa,
ettandabe: 17o amedene:ga ln ×diuttekZso:da 172 e:jodana:
173 bjo:gXdene:ga,bjo:gZgytpt 174 amedadoja 17s tageso"da,
tagendadojaut 176 egandadoja 177 diuid3isaNmidedana7Ii,
thr:sd3isaNnojoNda
eema.!SZEEilgEfi ls6 enkaeganega ls7 dareenwndaganaja lss nanda#.,nan!jafi
lsg taregakarega lgo dokogani lgl edzurdattaga lg2 e:bettSanajatlil,

egambegana:2IE2 lg3 ×ftanettSa,darejakkenaja,×dare:
lg4 jaruinikimattepettJa,janne:gotoammettSa lgs kltanttetl!,krllnnoga

am 2o6 moratta 2o7 kenegaja,kero‑F 2os keda 2og kacedagaZli,kedagast
bUS')tcM 241 arrnadogodzarXsdi,arrnadomosruanesuida2iE
472456 gijSt/4ia'ltMewMGEl]r4Ng4!Aos
ffitr4t.#ih.eeilj$tlifi: 147 ogXra5N 14s ogrrojo: 14g madoageraeN,

madoagetekeraeN,madoagetekerae lso akero‑F,ageraeNk,aigegekerostl#.
151 elsuanajo 152 ettenanne:gara,elsuanajost ls3 ettenanne:gara
154 elsanebananne
wtde･sknygElilESI lss enZsdi.lt ls6 oreenzsdi,oreepdinoGa

ls7 anohanaurdzdigzllsZene,anohanamatakuiZl!1,anohanawdztuguisregoSo
Xl! 2 ,anohanaurdzthgrus tegotaZli 3

kg･#bgit.n¥iESI lss eguambedoomotterur lsg jurkanae 16o enrsuape
161 Xenkana,enrtest 162 eprtakuatetamannae 163 eprtalsuanae
164 ettemoraedae
AIS.ew.e,.tiknv2SgEn 16s Xepistppe 166 eoaneguiambeoN 167 epdindabe,
Xendindabene21 16s ettandabe,Xettandabene 16g ettabe,ettabene
17o tabuiNamedabe,XtaburNamedabene 171 ×diuanbene 172 Xegambe,
Xegambenetl! 173 bjo:girasr:,bjo:gidenagambega 174 amedaso:‑da
175 tagaeso:‑da 176 edaso:da 177 diul'"dzrsaNnrnrteerul,
diu:NdzrsaNsokkuirZ‑da
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eema'!SZIvaZM 186 enkaeljanekafi ls7 dareaeljka lss naniaGa,nandabe‑F
189 darekana lgO dokkanl' lgl maenl' lg2 e:nogana,egambegafi
193 dareasutmbeja lg4 jarlsuape lgs kutndatte
Il2ptltilZ51 2o6 moratta 2o7 keross 2os jatta,ketastfi 2og kettakafi,jattaka
zaVSOilXfi 241 do:rnoarl'oato:

473059 utIEvapage?wfUM)wateX
faEi}'¥LLlt･geiiSilViFl 147 ogrroha: 14s oglrottara,ogrtodzutha:st

149 madoagedekennega: lso agedekerodzdi lsl Zodina,1'ndinana:
152 i'nulnattra,lpdinadztu: ls3 lttewarl,×lttewarrdzdi: ls4 1'nannane

deue'skggE2Elfi lss 'indi ls6 oreZotuttana,orelljdinadaas ls7 anodianajAr'na:

keq･en9i･e!2SZiN lss rndidoomoteedi#.,lnkadoomoteda{} lsg lljanebg
160 lnanega',al'betSaAl'tr 161 loZdaAena･
162 lnnrdaigditeglSamasdisditta',Inthdakdiultetammanne
163 1'nnldagdine'na: 164 lttemoratudaAe
va')Bk!9$.fikmai!ZSi 16s !nthnnebega,indibe 166 i'nanebe' 167 rpdinadabe,

1'ndinahonnega 16s Zttannebega,Zttabe' 16g !ttandabe',lttanodabe'
170 tabutn amedabe' 171 thdirrso:da#.,diturtumldaeda 172 jA's'A'joda,

jAIA･mldaAeda{l> 173 bjo'g!mrdaAeda 174 amedado 17s tagaldo,
tagalndadodi 176 ldakedo' 177 ththNtlrsanmldaAeda
ntma'NinliilXijlm ls6i'nkaioanegals7darei'nkalssnanrja'lsgdarega
lgo dogega,dogogasa,dosagaas,dogosagast lgl !dzdiga,ldzthdakegaRiee}>

lg2 jAlndabegana' lg3 da'reAajambe' lg4 jarannegodoambega
195 kutrtute

}eet4eikSl 2o6 mocata 2o7 kero 2os jata',keda 2og kacedaga:
toVS')i}ptfi 241 ar1'nadosama:,o:g1o:gr

473158 utJIIRptmeM)kJPmatu
thk.tcilt･XZ$Z5t 147 oglrotSa: 14s ogl'roas 14g madoagedekero lso agetoas
151 rOthna 152 rntuna 153 rttewarl ls4 lnannane
whue'blgStEit 155 endittana: ls6 orelnthnada ls7 anohanathdzdigtusthA rna:
kig･en)S･nse21giijl lss ggutkand3osoptta lsg enane 16o abetJa'
161 endidaA!na: 162 epdidaktpteSone 163 enthdagdineAr 164 rttemorathdaZ
ma'Sta9S,'fikmailZlfi 16s endibena: 166 enanebena: 167 enutnadabena:
168 1'ttabena: 16g rttandabena: 17o amedabe 171 ×ththttek￠Aepttogoda
172 ×lgambena',r:jo'dana!}>,l':mldaAedana:{le 173 bjo:gi'mrdaAedana:
174 amedado 175 tagalndado 176 ldakkedo 177 diop‑tttsanm!daeda
eema･5tlilliWfi ls6 lnkaZljnanega ls7 darenka lss nani'da,nanxja lsg darega
190 dogosaga lgl Zdzdidaga lg2 lgambegana: lg3 darejattogoda
lg4 jacannegodanafi' lgs kthrthnadatg
EEptitil21fi 2o6 moratta 2o7 kero 2os kgda 2og jatAtAaga'

MV8oiSZifi 241 atinadosama
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473335 gijit!/Iil;iRJIIasJtiinEO'E.ìmarpwr

fSii4t･tctlt･Xma 147 ogZsaeN 14s ogZsaeN,ogrro 14g agedekesaeN
lso agedekesaeN,agero,aketekerosc lsl enrllna,enansuina ls2 enu:na

153 ettewadameda,ettewaganne: ls4 egane:kene:
defi.bl4SeiSZM 155 egua 156 orenaegur,orenaeguanda ls7 anohanauadzdiguasiena:,
anohanauadzdigursiegodast
kEuH,･enRii･ngijStlfi lss eowbedoomottetat}l lsg epane: 16o epanega

161 enide:na: 162 enide:na:,enidagtuteSSa:ne:na: 163 enidaguane:
164 ettemoraete:
?Ekij･tskf9",･fikmafifi 16s eptube:na 166 eganegambe: 167 ekurndabe:

168 ettabena' 16g ettandabe:,ettandabe:na:?l! 17o tabuan amedambe:
171 ×ditutekuambe: 172 Xjogabena 173 arnbe:wari:jo:da$li 174 ×thurruatal

175 take:so:da 176 etaso:da,etattadzona 177 diutdzrsaNmrdeda
eema.!ftftEil2M ls6 epkaekanega ls7 dareepka lss nanda lsg darega
190 dogogani lgl etsuadattaga lg2 egambegana: lg3 darenasvppeja
194 jattso: 195 kuandzottegaja
waptiStgl 2o6 moratta 2o7 kero 2os jatta,kuEreda,kedaS 2og jattaga
toVS')ikSl 241 arinato,oso:sdisamadestu
473532 gijSt/4Egilif3kffrp!
in4).Mth.iasiSilgEij1 147 hajagvaokiraiN 14s hajagruogiro

14g ma‑dooaketekeraiN lso aketekero,akero?iE lsl inisuanatli ls2 inuana
153 inisuana,ittedameftliva! ls4 iganakurtene'nda
casc.axqSlreSl lss inkara ls6 o"eenkara ls7 anohanaurdzuaguasr:na:,

akkonohanarudzuagrusZ:goda:fa
:kM.ebSS.nSil2Sl lss igo'toomotterur,igurtoomotterui,inkatoomotterruI9S{ie
159 iganae 160 igwbe:tll,iganebeka 161 igidaena:,xigitena:$
162 igitakustetamaranena: 163 igitakulnena: 164 Xittesulkenekana:
ua.tsWIS,.fikmaiSafi! 16s ×igumdene'surka'‑lt,iguandene'ka,igumdene'beka{e
166 iganendene'beka{},iganendene'ka 167 iguandene'ka
168 ittandenaeka 16g ittandaro:,ittandene'ka 17o tabuaNamedenaeka
171 ×thtuttekuandenaeka 172 Xindene'ka 173 bjo:gidene'ka
174 amedattsusdo 17s tage'so:da 176 idado,idadoja
177 diuad3isammitedana:
blma.MEEiSZM ls6 ikkaiganega,inkaiganegaS ls7 darenaipka,daiAinkafa
lss nanija lsg dareka,Xdaika2IS lgo dokkani lgl itsurga lg2 i:nokana:
lg3 darejakke lg4 jannekotone'st lgs ktundatte
leept:tiltSl 2o6 moratta 2o7 kero 2os jatta,kedatw 2og jattaka21i
asV6')iSi51 241 aripato:godzaimasui,ofo:sZsamadesu:i!f,arinato:godzarisuash

474og3 th‑AptxRsasefigEoze:uerp
thft.#tE.5ma 147 og!nnanedzo:,oglro,ogZnnanedzohatal 14s ogrrojo
14g ma'doagedekero lso ma‑doagedekerodzth: lsl (sottta)!rgWnajo',
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(sottfa)rpdina ls2 lndinadzdi: ls3 Zttewari'dzo',Znannedzo'

154 l'oannanenada
whca･sugg iSZSI 15s r‑kode:,lpdirnth ls6 oteligcanada: ls7 anohanals1￠e:dagodo
PdJe･gbftiS･nseil2J$l lss rljthkandjoS}'tta{le,indibedoomotterdi lsg rnaneha

160 albe: 161 loldaAena: 162 lnrdaktptero'ne 163 l'ol'dagthne

164 rttemoraldaZ
#frS.ew.e,.fikmailVfi 16s ×1'nkasdinnAjAena,rntubena:,znuanohonnebega,

Inuanohonnega 166 lnanebena:,Xnanehonnega',loanehonnega:
167 lnurnadabena,l'ljtunahonnega 16s Ittabena:,Zttahonnega
169 l'ttandabena,lttanohonnega 17o amedahonnegAaAev
171 ×￠opttek;so:da,diuiclsoda{ilF 172 jAemrdaAedatie,jAesaso:da

173 bjo:glmldaAeda,bjo:gZhonnega,bjo:gZrasZ'{l> 174 amedattsdikke,
amedadotw 17s tagettstukkena,tageso:da 176 rdakkedoZlll,Zdattado
Xll2 177 hditlrsanml'daAedane:
eeua.!SiiikSgSl ls6 l'nkal'oanega ls7 da'ceZnka lss nanrda' lsg datega

190 dogoganZ,dogoniga lgl ldzdiga,ldzdidaga lg2 rganbegana:,
jAl:begana{} lg3 ×daremosdinegode:,darerlkkodo,darejakkodo{!>tli
194 sannenatenargodgtr,sanpenatenaZgodetr,irnenatenaigodetai
195 kdirthte'

twptXM 206 moratta 207 kero 2os kettfa 2og kettfaga'
MUS')iESI 241 ofo:Srna:,gonenrzmoSrteogojatteoto:trna:‑E

474143 MifAtuJEITfiICiEU2Te
dettib･tintt ･5iB;iltEijl 147 oglroha 14s oglro 14g agedekeco lso agero

151 Onutna 152 pnutnadzth' ls3 't'ttewatl,i'ttewagannedzovst

154 ljoannane
whas'drma 155 nljut 156 orennutnda ls7 anohanadidzdigdiscaAi'na･
kee･tm･itgil251 lss nmdidoomotterdi.ti.:,rgkadoomottedaEIS{l} lsg opane
160 abe' 161 rpdidarna',nndidaAena'st 162 oodidakopteSo･naAe
163 pndidagdinaAe 164 rttemocadidaAr
#ES.iSif9",･tikmaiSZSI 16s i'gdinnega,i'gdibgna,rgtundabeth 166 pnaneonebega,
nljanennegana',nnanebe'as 167 nmtunoonebega,ppdindabe'st
16s lttanodiAcaAnnega,1'ttabeth 16g in'ttanodidinnega,1'ttandabe'
170 tabtan amedabe' 171 didirutml'daAeda,XgZtoamekdirdimldaAeda
172 XjAr'jo'dannaAegatll,jAr'mldaAeda{}, 173 bjo'gl'mldaAeda

174 amedado,amenandado 17s takkaAldo,tagaindado 176 l'dandado,
ldandakkedo: 177 dithNd31sanmldaAeda
eema'!SiiEkillSl ls6 nkaonanega ls7 date'inka lss nai'da{S,nanrja lsg darega
190 dogosaga,dosaga,dogogasaff lgl ldzdiga,i'dztudaga
lg2 jAi'ndabega' lg3 darejattogo lg4 jarannegodoakka lgs kutnnoga
Ieeptkil21fi 2o6 mocatta 2o7 kero 2os keda 2og kaSedaga,kedaga
toVSS')iliJfi 241 arrljadosama'
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474295 gtl5t/LlililiiRNasJIIkEl]'rmJlltl;ritrSt

fuE).l!}{iLt .iEiltSl 147 hajagurogrro,hajaguaogrdaraendene:ga

148 horahoraoglro 14g agetekttekero lso agerosh,aketekoija:
lsl ittedarneda,ipdina,indinajadi ls2 inulna 153 inulnasc

154 epanakuatene'nda
whss.suqSEiSilfl lss enthbetttaja:ta!1,enkaraja:ut2 ls6 oreenthndaja
157 e:hanadanaja,didzcagcasr:goda:tal
kig.2etntig.ntseilZlfi lss epdidetoomottertutal1,eninbetoomottertuEiijnl2,

enkatoomottertuS!rdl3 lsg epane 16o aebejaZli,enanekast 161 enutdena:
162 nandattekandatteenutdena:Zli 1 ,nandatteendidena:,endidaguateffane:

ut2 163 endidagurne' 164 ettemoradide:
IEEfil.JeiflS･fikmaiSISI 16s eothbettraja:,endindene:katll 166 epanendene:gaja,

eoanekamoslne'st'167 eodindabe:ja:,Xenulndagaja:ut,×enthnogaja:
me 16s ettandene:gant,ettandabeja'st 16g ettandene:ga,
ettandabeja' 17o Xtabu:Namedakamosinnetr1,tabuiNamedene:gaja',
XamedakoreZl12 171 ×diruruandene:gaas,diuarlso:da 172 Xe:betttaja:,
XZndene:gajat}! 173 gandene:gatll,bjo:grdene:gast 174 amedadojast
17s tagendadoja 176 edandadoja 177 ￠tudzdisanndinrtertunaja,

thuadztusammXte'daat
eePS･NiiEiE]fi ls6 enkaeoanekaas ls7 daregaeoka lss nanrja: lsg darega
19o dogonrka lgl edzthka,edzthdakant lg2 endabetttanaja
lg3 darejakkest lg4 kittojarrues lgs kurrvanokaja
}eeptltilZSI 206 moratta 2o7 keroja 2os keda 2og jattagaas,kacedagata!

bU6")iSZIE 241 arrgato:gasthta

474329 glpk/4faesij￡rwak2Tg

intCl;.XLlt.geiljlilZSI 147 ogZro,ogZrowatli 14s ogzoare21 14g aketekero

150 hajaguaayero 151 (sotSa)eguana ls2 eotunatstundene:ga
153 etteadameda,etteawaganne:as ls4 eoanaktuteananne:
whas.ax4geiSgEit 15s epua,enuatSa ls6 oreepurnda ls7 anohanauadzwgrusuaegodana:

j:lkZ･Ebi3S･ngikJfi lss epuabedoomotterur lsg epane: 16o eoanegaja
161 enZtena:,enrdena: 162 eol'tekvetekoteranne: 163 eol'de:gtune:

164 ettemore:de:
ua.tsk!9S,･tikeailZ51 16s xenuandene:spakalt,eouabe 166 epanendene:ga
167 eljuandabe: 16s ettabena,ettandene:gafa 16g ettandabe,

ettandabena:,ettandakamosZnne:lt 17o amedabena:,taburNamedabena:
d> 171 ×diuandene:ka 172 Xendene:gaja,Xegambe 173 warmaendene:bega
174 amedadoja 175 tagendadoja 176 etandatoja 177 ftud3rsammide:da
tcifS.Mft,kijSglfl ls6 eokaekaneka ls7 dareeoka lss nanda lsg darega
lgo dokokani,dotsonika lgl etsvalsa lg2 e:gana:,e:nbeganatr

193 daresthndabe: lg4 jarannekotone:ndene:bega lgs ktundattegaja
EXtZtilVlit 2o6 kerattata1 2o7 Xnoma￠ero,kero 2os keta 2og ka￠edagatl!,kedaga

SUS')iS2ffl 241 do:momadztharrnatogasut
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474621 Eij5t/waastkthIEIHTfi.tkJliteLLik

tftrt!ilr･Xllt･eeX}ilZSI 147 hajakurogrrojo 14s hajakurogrnega

14g ma"doaketekeroja lso ma"doalsenenokatai,ma"doagero lsl enuaajo
ls2 eptllnall! ls3 etteWadamedajo,etteWawagannestL!> ls4 enanegene:naN
wasc･sk4SelillM lss eowjo,enkara$2} ls6 orenaesuindatli

157 anohanak1re:dana:,a:konohanakZre:nagoda:st
kE,,H,･2EbEli･ngwh lss epuEbedomotterui lsg enane'Zl! 16o eoanega
161 epurtena: 162 enurtakuateSane'$ 163 eouatelstune'na: 164 Xentutena:
lll, × epanekana:tr
fifig･JISIf7S,･fikwailiSl 16s enuandene:kath,eptube:st 166 eoanaebe:,

enanendene:ka$ 167 enuandene'ka,entundabe: 16s ettandene:ka
169 ettandabe' 17o XtabuiNamedana:,tabuiNamedabe:th,
tabuiNamedane:kast 171 ×diurttekwruina: 172 e:jo"da,e:jodana

173 bjo:ktdabena' u4 amedattsdidzont1,amedattenajatli2

17s takendatsthkenaN2e,takendatsdikenaja 176 edatsdikenaN
177 diuadzrsannl'nrteruana
eeIIdi･N"REilZSt ls6 eokaeoaneka ls7 dareepka lss nandabe' lsg dareka

190 dokonlka 191 etsthka lg2 endene:kana'",e:jodana,endabe'lsant
lg3 Xdaremostune,darejakke'S lg4 kanaradzthjacuaXli lgs kuannolyaja
ptptptil251 2o6 mor*atta 2o7 ke"nelsa,ke"neljaja,kerome 2os keta 2og jattaka
6VS'pwh 241 arloato'nodza1masrtaXli,ari'oato'nodza1masth211
475066 thIEMrkwailfifikbi
6i)tk･nt!t ･XilSiiZiEl 147 ogZrojo: 14s oglro 14g ma'‑doagedekerojo'

150 ageeodzdi 151 lnthnajo: ls2 Zndinadzut ls3 Zttewagannedzo,

lttewarldzo,rttewatrgarana,!ttewarrdzditli ls4 rpannane
wtas'stma 155 Znthbe' 156 oreAarpdi ls7 anohanaki're:dagodo,
anohanautdzdigdiS1'na:
PdJg.gthil9E･RtEtilg$l lss 1'nthbedoomotteda,lnkadoomotteda{} lsg rpane

16o aAlbe 161 Inl'dena: 162 lnl'daAektptetamannena: 163 rnrdagdine

164 ZttemoraArdar
ilftS･ew.e,･fikmaiSViEl 16s incandene'ga 166 i'panebe' 167 i'pdinannega,

Incanadabe'es 16s 1'ttannega,tttanadabe' 16g lttanadabe:,
rttanadene:ga 17o taMbdin amedabe: 171 ×thdittekglso:da,
ditheinmrdaAedafa,×thtuttekthrdijo:da 172 ×1:nannega,l:mldaAedafa

173 bjo:gZmrdaeda9,bjo:gIdene:ga 174 amedajo:da,amedado
175 tagaAedo 176 ldado,rdandakkedo{} 177 diutNt!;sanmrdaAeda
RiEFdi･!SZIiEiEEfi ls6 rljkaXoanega ls7 dareinka lss nai''"da lsg darega

190 degosaga lgl 1'dzdiga lg2 1''nadagana: lg3 darejattogo
194 jaracenegodaammaette,jaraJIJIegodoammetSe lgs kdinnaga

twrefi 206 morata 207 kero 2o8 jatta,kettSa 2og jattaga,kettraga
toU?IS')iltffl 241 o;o:stuna'
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475294 gijitgReEmai‑L,NA
tSi3<b.Xih.XiilNSI 147 ogrdarae:ndene:ga,oglraenwastlt 14s ogl'ro
14g agedarae:ndene:ga,agedekero lso agero lsl endina,Xenansulna$XE
152 enthna,ettewaganneit,ettewawaganneth,ettedameda,ettewadameda

153 ettewaganne,ettewawaganne,ettedameda,ettewadameda
154 eoane:kwtenenda,×eljane:genendast
twde'sk4S2Sl lss enkara,eobettSast ls6 oreepuabe:
157 anohanatudzuikuaslnaja,anohanauidzuakwszgoda:,
anohanauadzurkursXgodo:L
kig.EbEig･ngeilVfi lss enurbetoomotterua lsg eouame:do 16o eozMbea
161 eni'dena: 162 enrdakgte￠ane: 163 eol'dakuane: 164 ettemore:te:
va.ew.a,.fikmailan 16s eouandene:ga 166 eoane:be: 167 eoundene:ga,
enwndabe,eouabe: 16s ettandenega,ettandabe,ettabe 16g ettandene:ga,

ettabe:,ettandabe: 17o ×amedanafa,amedene:gaLl>
171 ×thuattekuarurjo:da 172 e:joda 173 bjo:grdene:ga,ambewarr:jo:da

174 amadadoja 17s tage:ndadoja,tage:ndaso:da 176 edandado
177 dithd3isannojo:da
eema･5ZESEEfi ls6 eourgaenane:na ls7 dareenurgaXll lss nanda lsg darega
190 dogogani 191 etsutga lg2 e:ndabega lg3 darescappeja
lg4 nandekandesurppetJa,janne:tekotonendene:ka lgs kurnnoja
]liijptI:eNiEl 2o6 moratta 2o7 kero,kuarae‑lt 2os jattawt,ketailitai 2og jattaka,

ketakats
asUSOiSiif1 241 taehendagota
475376 ggi2/qEmpas=.ngEU:;F.tli$Rde
tftilit.tctlt.gema 147 oglro,ogl'rowa 14s ogrgare‑F 14g toagerotal,

ageSekero lso agedaraegambe,agegare‑F lsl (sottSa)euuana
152 sottSaettewawagarrganne: 153 ettewawaganne:
154 enaneguatewaganne:
deee'dr4SeliWfi lss enca 156 oreenurnda ls7 annohanauadzualsursr:natr
j::kM･ktsS･itSiSXlfl lss endigatoomotterui lsg eljane: 16o epdibe:
161 ettemide:na,epdide:na:?Eli 162 endidakuateceane:Xl!,
eljthdakurtecgane:na:tll 163 enurdagdine:tal 164 ettemoratude:Zl!
?fflig.ew.e,･fiiFtfirefi 16s eputndabe:tr 166 enanendabe: 167 enutndabe:na

168 ettadabe:{i,,ettabe:st 16g ettantandabe:,ettantandabe:na:
170 japparramedabe:,nangeamedabe: 171 ×diurttekuaruajo:da,
×thrxxttekurrwjo:dawana:,dituruajo:da 172 3e:jo"da21i

173 wari:dogoaruajo:da21i 174 amenajo:da{S,amemise:dana:
175 tage:jo‑da 176 edattezthttertu 177 thuadzZsaNmideda
geff!Rdi･NE$tlfl ls6 enkaepanega ls7 dareepkafa,daregaenkal!> lss nanda

189 darega 19o dogoganl' lgl edzruga lg2 3e:nogana:tr1,3e:ndabegana
Entl2 lg3 darejartundalli,darejaeuandabe:tal lg4 jarannegodoakka,

jarannegodoamme,jarannegodoammega,jarannegodoararekkat!>
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195k町undatte注
授受表現206・m・・atta

207

k…208

k・d・誘注1ゴ」・tt・注2

209kaGetaga注，

jattaka

あいさつ表現241arエoatogas曲

476053

山形県米沢市直江町

命令・禁止・義務表現147・9エrojo㍉。9エf。ha注1，。9エnakΨtannedz。注2
148。9エf。14g aged畝e叩ega多注，agedekef。150 agef。，agedekufottj靴nエ
151エη曲naj。注152邪曲na 1531ttewa＾idz・多注，1ttewaganne

154功anakΨtanne多，功ananne誘

強調・詠嘆表現155iη田156

i馴nada

157

意思・勧誘・希望表現158エnkad。om。teda
161

i電工dai夏a

162

anohanak￠rhヤ：dagodo

15gエOane

1】31daku＝te∫o：ne

163

160

iηed劉多，×aibe注

工功！da9曲n奪

164工ttemofa工da工

推量・様態・伝聞表現165工卿be：1661ηanebe：167功曲nadabe
169工ttandabe

170

tab曲n

amedabe：注171

h曲＾Bo●da

172

1681ttandabe
e：jo：da

173b」。・9エ・a∫エ・，b」。・9・mエd・エd・174・m・d・…d・175t…1…d・．，t・9・エd・

多誘176エdad・，idandad。，idattad。多177

疑問・反語表現186恥ka1っanega
18g

darega

1dz山9a

194
授受舞見

192

190

187

188

nanlda，nanda多

dosaga，dokkanエ，d。kkasa，d。9。9asa多191エd加daga多，

工：」＾enadabegana

jafannegod◎amma＾ett∫e

206mofatta

h曲d3エsanmidaエda

dafeっalnka

207

k田nJlega

193

195
208

dafejakkonda

k曲nnadatte
k山tt∫a，jatta

209

jattaga，k曲tt∫aga

あいさつ表現2410∫。：∫1na●，。∫o：∫短a∫∫Lkadade。∫o：∫1na古注

476107

宮城県刈田郡七ヶ宿町関

命令・禁止・義務表現147。9ifa∫e：」。：14809ir。jo：149
150ma旬doagefo，ma−doagefojo：
（sott∫a）eX〕ulnajo：

152

151

mad・agedekef。」。

（hot㌻∫a）e夏lumajo：，

hott∫ae℃uInajo：，sott∫aeηuInajo：，

h・tt∫aeO田・・」。・d・b・注・。tt∫ae脚・」。・d・b・注153・tt・w・・an…注1，

ettewagannε：deba注2154

eOanak吐enannε：

強調・詠嘆表現155e9曲：1560feeO田nda 157 anohana四dz田9鵬1：na注1，
anohana田dzw9田sh9。do注1，an。hana田dz田9田shgoda：注2
意思・勧誘・希望表現1581卿bed・・m。tteda多事，角曲bed・・m。tte磁少注
159×功a＾ene，iっane

160勾曲bett∫e，功anega多注1，aエbe多注2

1611ttemldεna：，iOエdena：多162
164

na記臆andeittemエde注163＝甲da9山nε：

ittemofa工de

推量・様態・伝聞表現165エη卿be，工手ndene：9a注1661ηanebε・，1っanendene：9a：
多167功曲ndabe：多，功曲ndene：9a 168×1ttagas曲nne，エttandene：9a 多，
工ttandabe：誘

169

工ttandene：9a，ittagaswnnena注

多，×ameh山kkam。sΨnne，tabu夏amedabe少注171
172i＾i：」。：da

173

170

×ameh曲kkas四nne

h伽朗。：da

d。9。9awafljo：da，anbewafエ」。：da多，bj。：9エmideda

少新注174amenandad・誘注，amedad・注，amedasΨke多注175
176idandad・多，idandakked・少177

hud31sanmidεda

318一

tagaBΨke注

eema･MREillSl ls6 rnkainanega ls7 dareinka lss nanda lsg darega
lgo dogoganZlli,,dogosagaLl>,dogonrga lgl Itsuaga lg2 Zndabegana:
193 XdaremojammettSe lg4 jarannegodone:,suarannegodone:
195 kthrthtte,kthrtutteha=!Ie

}eet2til2Sl 2o6 moratta 2o7 keto,kecoja,xgotttosturaSSe21 2os kedejatta,

jatta 2og katedaga
asUS')iSglfi 241 arl'gato:,arXgato:saN

476311 gijN/4ftNiIitewt
fiiil.a)dit .rw 147 ogrdaraendene:ka 14s ogZro 14g agetekeroja
150 agero 151 eljdinaja 152 enthna 153 Xenutnana:tr,eljdina

154 enanakurtenanneganna
dede.skqSeiStlfi lss enkara ls6 oreendindaja: ls7 ditsdigtusrna:tlll,

ditscagdisr:goda:ut2
kki･eniE.nSiSl51 lss enthtoomottekkendomo,endibetoomotteruast lsg enane:
160 enanega 161 enrdena: 162 eprdagdite￠anena: 163 enrdagdine:na:
164 ×enrtena:tal,×ettekennekaZll,×enl'tendakendona'E
va.ew.e,.Iikmailafi 16s entubena: 166 epanebe: 167 enthndabe:
168 ettabe:na: 16g ettandabe: 17o tabuiNamedabe:
171 ×￠usttekutruindene:ga,diruruajo:dana:ig 172 Xjogambe

173 bjo:grdene:kaja,bjo:g:dana:Zlll,bjo:grnajo:dana:?l2
174 amenajo:dana 17s tage:tsthkenaja 176 etatsdikenaja
177 ￠urdzthsannojo:da
eera.Miikil2Sl ls6 enkaenaneka ls7 dareenka lss nanda lsg darega
190 dogonrga lgl etsthga lg2 e:nokana: lg3 daregajakka:
lg4 kanaradzutjappe: lgs kuanno:=
}eepte?SZSI 2o6 moratta 2o7 keroja: 2os keda 2og kedaka
asUS")iStEFI 241 tal'hendanajatll1,tarhendedo:moarznato:godze:masthZ}i2
477212 aslt."meljsuSeczaEijrtPgfitswr

ditr4)'Xilt'eema 147 mo:d3ikaNdajooriko:dana:sunuokirudzo:
148 rtsumadeneterunodahajakuokinasar 14g madooaketetto:dar
lso naNbeNtanoNdemomadoakerareneNdewaobakasaNdadzo211
lsl abunaekara(sottSi)rttedamejo ls2 abunaekarasottfirttedamedato
juttakena<v"t,ij>kikanalnokaZll ls3 Zttedamedajo ls4 eganakutfanaNne:
wtsu'dvqS2iSilfl 15s egu ls6 orenaeguNda ls7 anohanakire:dana:
kM･2EbkiS.ngiSZIfi lss egotomotteru lsg egane: 16o rgube' 161 rgitena:
162 rgitakutetamaNne: 163 rgitakune: 164 ettemore:de:
tlkig･)Feef/S,.fikma7Si51 16s rgube: 166 gganebe: 167 iguNdabe: 16s gttabe'

16g ettaNdabe: 17o kittoamedabe' ln diuriso:daitij. 172 josaso:da#.

173 bjo:kinojo:da 174 amedatoettadzo,amedatsuke:,amedaso:daen
17s tage:so:da2,tage:tsuke: 176 edaso:da2,edatsuke:
177 thud3isaNmite:da
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177 diud3isaNmite:da
eema･NEk71all ls6 egukaeganeka ls7 darei'guNdaka211 lss naNda lsg darekalll
190 dogokani lgl !tsudattaka lg2 e:Ndakana lg3 darejappeka
194 jaNnekotoakkaXll lgs kuNdatte
ptxxpttcM 206 moratta#. 2o7 kero 2os kuttfa 2og kuttiaka
ESUtS')21Zifi 241 korewataeheNdesu

477326 *ptgMiHkilitiltEV
fi<t'ajntt 'Xilj}iltgl 147 hajakuogiNdadoha

148
14g
lso
153

hajakuogiroetsumadeneteNdahajakuogiro
madoaketekurerohejanoku:kiwarukunakkaramadohajakuaketekurero
hajakuageronaNdagudzugudzusuteru lsl egunana 152 eguna
ettewadameda ls4 eganakutenaNne

deee'skma 155 egube,egujo ls6 orepagguNda
157 naNdabe:madzuanohananokire:dakoto
jS)eq･kbE9S.ngiSglfl lss egubetoomotteru lsg egane:do 16o egube'
161 egite:na: 162 egitakutetamaNne: 163 egitakune: 164 ettemore:te:
Rij'J6twIS,･fikasiM 16s egubena: 166 eganebe: 167 eguNdabe:,xeguNdabena:
168 ettabe: 16g ettaNdabe: 17o amedabeXll 171 thuriso:da#.
172 josaso:daik. 173 bjo:kimite:dafa,bjo:kirasu: 174 amedaso:da#.

175 tage:soda 176 etaso:da 177 eud3isaNnojo:da
raifldi･iSiiiSgSl ls6 egukaeganeka ls7 darenaeNka lss naNda lsg darekatli

19o dokkani lgl 1'tsudaga lg2 e:nogana lg3 darepajarumoNka,
darejaNno$ll lg4 jaNnekotooaarumoNka lgs kuNdatte
EEpt!eiftiEfi 2o6 moratta#. 2o7 kugjo 2os jattai#.; 2og jattaga

6VNS')iESI 241 do:moarioatotll,taeheNdagototli

478054 *tsUMasH*#3ngefterS4fits
fiEi}'ru･XilmeiEl 147 hajakuogirojo,hajakuokirojo
148 saQsatookirojonanisiteruNdananisiteNda
149 joekodakaramadoohajakuaketekurejo
150 guzuguzusiteenaedesaQsatomadooakerojonaNdemadooakenaenoda
151 ikunajo 152 ikuna ls3 eQtedameda ls4 ggaNnaNne
desu.ax4Seli!251 lss iguje,igusa ls6 oreiguNdatai ls7 anohananokire:ne,

anohanakire:ne
PdJigs･2EbE{E.n¥ilXl$l lss igubetoomoQteru lsg egane 16o igubete

161 egite:na:,egide:na: 162 egitakutetamaNne: 163 ggitakune:
164 eQtemore:te:,eQtemore:de:
ifiiS')lee9S,.tXnviilgfi 16s igube: 166 eganebe: 167 iguNdabe: 16s eQtabe:

169 eQtaNdabe: 17o kiQtoamedabe: ln diuriso:da#. 172 josaso:da#.
173 bjo:kimite:da 174 amedaso:da#. 17s take:so:da 176 gtaso:da
177 diuzisaNnojo:da#.
eema.SZEEiS2Sl ls6 egukaeganeka ls7 dareeguka lss naNda lsg dareka
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lgo doQkani{e,dogosakast lgl icuka#. 192
194 jaNne'kotoaQka lgs kuNdato

e:nokana lg3 darejarumoNka

waptililll 2o6 moraQta#. 2o7 kuro 2os kuQcja 2og kuQcjaka

Z6VNS')XM 241 ieumotaeheNdanasi

478147 *gkvaWAmapk!1
fiiit･MtL.geSfiSl 147 mo:zikaNdakaraokiNdazo
148 naNkagjuQtemookinakuQtedamedajo,
naNkaejuQtemookineNdewadamedajo 14g ku:kiwarukunaQtakarahajaku
madoakerojo lso naNdeakenenohajakuakerojo,
naNdeakenenohajakuagero lsl lguNdane:zo ls2 iguNdene:zonaNdeiguno
153 l'QtewanaNnezo,ZQtenaNnezo ls4 eganakenaNneNda
deas.axtgerefi 155 rguzo 156 orenaXkuNda ls7 anohanaucukusi:na:
kwt.tm.nS?Eifi lss rgubetoomoQteru lsg egane:,lgume:{!> 16o lgube:
161 lgide:na: 162 XgitakutetamaNne: 163 !gitakune: 164 IQtemore:de:
ma.igva9E.fikmaiSZ51 16s ikube: 166 eganakaNbe: 167 rguNdabe: 16s ZQtabe:
16g rgtaNdabe: 17o tabuNamedabe: 171 huriso:da#. 172 josaso:dail#.
173 bjo:kirasi: 174 amedaso:da#. 17s tage:so:da 176 Ztaso:da

177 huzisaNnojo:da#.
eeRal･isciiSSglX ls6 INkaeganeka ls7 darerNka lss naNda lsg dareka21I!

190 doQkani lgl Z'cudaka lg2 r:Ndakana lg3 darejarumoNka
194 jaNnekotoarumoNka lgs kuNdaQte
Ieet5tilZ51 2o6 moraQta#. 2o7 kuNnjekatll,kuretl! 2os kuQcja 2og kuQcjaka
asUS')ilZlfi 241 taeNdaQtane:
478208 *SUva*EkasfilitfiIl)F!rshtwlPtutn

di7Eib.Xtlt.eema 147 ma‑damaNdanetetaQtanokaokinakutenaNnezoha:okiro
jo: 14s naNdasaQkiokositanonimaNdaneteNnoka:icumadeneteNdama‑zu
14g mataX:ku:kirreNnonimadoakerubaNdaQtana:masaakiakenakutenaNne
na:akerojoZl! lso naNdaguzuguzusiteruwarcumadeakeneNkesawarcumo
noakeroQtejuQtarado:siteNda lsl rgunajo ls2 rgunacutarafa,
1'gunaQteba ls3 rQtenaNne2iE ls4 eganEQkanaNnE
Xde.blIgeiSZSI lss !gu ls6 orerguNdatll ls7 anohanaucukusi:koto
kwt.tm･eeesEiltlll lss eNkatomoQterutll lsg egane: 16o egane:ka
161 lgite:ne: 162 Igitakutesjo:ne: 163 rgitakune: 164 IQtemore:de:
ue.)Sl!9k.fikmaiEJfi 16s rgubete 166 eganakaNbe: 167 lgudabete
168 IQtadabete 16g IQtaNdabete 17o tabuNamedabete
171 XhuQtekiso:da{5,huriso:da#. 172 josaso:daill.; 173 bjo:kirasi:
174 amedado 17s tage:do y6 etaNdado 177 huzisaNnojo:da#.
eeFdi.iSZEkliSl ls6 rNkaeganeka ls7 dareZNkafa,darei'guNdaka lss naNda
189 daregaZ}i lgo doQkani lgl lzukal,ZeudaQkast lg2 r:Ndakana
193 darejaQpe lg4 jaNnederareQkatll lgs kuNdaQte
waptilX51 2o6 moraQta#. 2o7 Xtanomufa,kurero 2os jaQta#.,xkuQcjaut
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209 jaQtaka#.
Z6VtS')ilggl 241 korewamezurasu:monomoraQtearinato
478369 *BftN*Hkas4NKEE]'tli!{Iiffl]'1TE
Kit̀S?l･tcLLlt･eeime$l 147 horahajakuogiro 14s horahorahajakuogiroteba

149 horahokoNtokonomadoakero lso horahokonomadoakeroteba
151 Nguna 152 Ngunateba 153 ettenaNnEdo ls4 NganakutenaNneteba
dede'axigliliifl lss Ngusa ls6 oreNgudatll ls7 anohanautsukusuna:
PdJX･ebl9S･ntEJifiIX;l lss Ngubetoomotteru lsg Ngume: 16o Ngube:

161 Ngite:na: 162 NgitakutetamaNne: 163 Ngitakune:
164 ettemore:de:na
#ES.ew9S.,･fikasi!gEEI 16s Ngubena: 166 NganakaNbe: 167 NguNdabe:
168 ettadabete 16g ettaNdabete 17o amedabetetll 171 euriso:dai#.;

172 e:jo:da 173 bjo:kirasu: 174 amedatJu:{e,amedatsu: 17s tage:tSu:
{},,tage:tsu: 176 etatSu:{l}h,etatsu: 177 diud3imite:da
SGErldi.!SEEkil2Sl ls6 NgukaNganeka ls7 dareNguka lss naNda lsg darega$ll

190 dokkani lgl edzuka lg2 g:gana lg3 darejarumoNkaXli
194 jaNnekotoakkaXli lgs kuNdatte
}eepttilXSI 2o6 moratta#. 2o7 kurero 2os jattara,kureta 2og jattaka{$#},

kuretaka
toUtF')igaSl 241 do:motaeheNdesu

479055 *MkRasutMmaMErree¥de
E}rt!i)･a.2,,ts,Lh.gema 147 horazikaNdakaraokirojo 14s hajakuogiro

149 sokonomadoaketekure lso hajakuakero
151 abunekara(soQcja)1'guna ls2 rguna ls3 rQtewaZ'gene:
ls4 eganakucjanaNne'Xl!
asee'skqS2iSg51 lss rgujo ls6 orepal'ku ls7 anohananokire:nakoto
Pu)ig.ebSS･ngilVll lss i'gubetoomoQteru lsg i'ganE: 16o rgube:
161 rgite:na: 162 rgitakutesjonane: 163 !gitakune: 164 IQtemorede:
}fEEE･)ieefiS,･fikmailZSI 16s lguNdene:ka{e,rgube: 166 lganebena 167 rguNdabe:

168 rQtabe: 16g l'QtaNdabe: 17o tabuNamedabe: 171 huriso:dal#.
172 josaso:da#. 173 bjo:kimite:da{},,bjo:kirasi: 174 amenaso:da

175 tage:so:da 176 ltaso:da 177 huzisaNmite:dal,huzisaNnojo:da#.
eema･NiiEnilZ51 ls6 rNkalganeka ls7 darenai'Nka lss naNda lsg darekatli

190 doQkani lgl 1'cukaen,1'cudakaS lg2 X:kana lg3 darenajaQka
194 jaNnekotoaQka lgs kuNdaQte
}esptltiSilfi 206 moraQta#. 2o7 kuejo 2os kuQcja 2og kuQcjaka

asVS')iStEEI 241 do:moarinato:koNnanisitemoraQte
479123 *EkvaasLLIiBgs<NHITts2pE]7vapEg

fa7iib.Xlk.XISen 147 hajakuokinasaehajakuokinasaegaQkoniosokunaruzo:
14s hajakuokinetokebusiageQco: 14g madooagenasae
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150 naNbojuQtemokikanedeakenekamanezo:to:saNnisikarareQco'
151 eouna: 152 i'kunatli ls3 IQteekene:,IQtenaNne:{}st
154 ekanakerjanaNne:,ekanakutenaNne:
tsss'skgSEillSl lss eNbe: ls6 oreZguNda ls7 anohanaucukusi:na:
E!t
,=

lJ! ee･enEIS.ngil21fi lss 1'gubetoomoQteru lsg egane: 16o Zgube:

161 Zgite:na: 162 lgitakutetamaNne: 163 rgitakune: 164 IQtemorede:
?[kij･i92fi",.tikmaiSXSI 16s rgubena: 166 eganebena: 167 ZguNdabe: 16s rQtabe:

169 IQtaNdabe: 17o kiQtoamedabe: 171 huriso:da#. 172 josaso:dail#.
173 bjo:kirasi: 174 amedaso:dail#. 17s tage:so:da 176 gtaso:da
177 huzisaNnojo:dajlt.;
eema･isciikl81 ls6 gNkaeganeka ls7 dareeNka lss naNda lsg darega

190 doQkani lgl rzuga lg2 Z:nogana lg3 darejaQka lg4 jaNnegotoaQka
195 kuNdaQte
ptLs(:pts(iStlfil 206 moraQta#. 207 kuNcje: 2os kuQcja 2og kuQcjaka

asUN60iStlfi 241 taeheNdesune
479230 *BUXMJmaISEglil]rte?igzl<
tf}ii;).nd!9K .ime:ililSl 147 sa:oginasaejo:ogirojo:

148 horahajaguogiNdahajaguogiro 14g sokonomadoageteoljure
lso horamadoakerehajakuakeruNda lsl abunekara(sottSi)egunaeguNde
ne:dzo: ls2 sottSieguna:eguNdene:dzo:abunekara21!,
sottJieguna:wakaNnenokata! ls3 ettenaNne ls4 gganebanaNne
wtsu.bl4geilafi lss ggusaegutomo ls6 orenagkuNda ls7 anohanakire:dagoto
kZ.gtcIE.RSilSfi lss egubetoomotteru lsg egane: 16o jabe:,eNbe:2}
161 egide:na 162 egitakutetamaNne' 163 ggitakune: 164 ettemore'te:
IEEZ･ewg･fikmaiSgEn 16s eNbede: 166 eganakaNbede: 167 eguNdaNbena
168 ettabe:de: 16g ettaNdabe:de: 17o talikaamedabe'tli 171 thurtso:da
ipe. 172 josaso:daipe. 173 bjo:kiraJi: 174 amedaso:daen,amedatsukeSll>
175 tageso:da 176 etaso:da 177 diud3inojo:da
eema.ntE$la$l ls6 gNkaeganeka ls7 dareoaeNka lss naNda lsg darega$li
lgo dokkani lgl i'dzuka,ldzudaka lg2 e:nokana lg3 darenajappe
194 jaNnekotoarumoNka lgs kuNdatte
}eepttilZSI 2o6 moratta#. 2o7 okure}ll,kure#. 2os jattaen,kuttJa 2og jattaka

ge. ,kuttSaka
6V8')iliSl 241 do:moarinato:koNnanisitemoratte

479238 *maMNneISgms*srE#2R!7Httil
tfitr4)･#th.Xili$!M 147 ogirojo:zikaNdado: 14s zikaNkitazo:ogiro,
ogiro:zikaNkitado: 14g madoagerojo:
lso madoakenenokahitoniwarawareQco'?]i lsl rnunajo:

152 rgunanaNkaejuQtemowakaNneka ls3 ZQtewadamedajo:
154 eganakutenaNneda
tsss.st4SeiStESI lss lnube: ls6 orenaXnuda ls7 anohanauzukusina:
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Pubk.wn･n!rm ls8 XgubetoomoQteru lsg lgume: 16o Zgubena:,eNbena:fa
161 'L'gite:na: 162 lgitakutetamaNne: 163 1'gitakune: 164 eQtemore:te:
lfES･iee!9se･tikmaiESI 16s eNbe: 166 gganakaNbe: 167 ZguNdabena' 16s eQtabe:

169 gQtaNdabe: 17o kiQtoamedabe: 171 huriso:da#. 172 josaso:da#.
173 bjo:kirasi: 174 amedaso:da#. 17s tage:so:da 176 edaso:da
177 huzisaNnojo:da#.
eema･!SZEnkililt fi ls6 eNkaeganeka ls7 dareeNka lss naNda lsg darega

190 doQkani lgl rzudaka lg2 g:nokana lg3 darejaQpe
lg4 jaNnekotoarumoNka 195 NR
Wilgijl 2o6 moraQta#. 2o7 kure 2os kuQcja 2og kuQcjaka
asVS'D21tSl 241 taeheNdanekiocukawasetetl

546229 su4wwEee)F!rrta[7it;iff}ew

fiiii)･Xlk･eema 147 oki:jo,okZ:natll 14s hajookX:ll!1,hajookid:agatai2,
hajaokiNkatal3 14g sokonomadoaketegosaNka,sokonomadoaketegotena
lso sokonomadoake:,sokonomadoakerdaga?iE,akeNka lsl ekunajo
152 eku3anai ls3 ikitJawari:zot}i,ikunajo ls4 ikarianaraN,

ikapafemeda21
whta･bl4gXiSgSl lss ikuda,ikuwa$ll ls6 orenaikuda,orenaikuwanalli,

orepaikuwa ls7 anohanawarrp:ana3anaeka,anohananokire:nakotowa
ta! 1 ,anohananor1p:anakotowa?ll 2
kZ･2enkiS･n¥iSXIfi lss ika:toomotS:or{},,ikutsumor:a$U> lsg ikimee:
16o ika:jano,ika:ja,ikimae:kaS 161 ikitee:na: 162 ikita:tekotaeNEIi,,
ikita:tekomatJ:or 163 ikita:nae: 164 ikiteNnee:taeta!
}{ftig.igg9S,.fikmaptil 16s gku3ara: 166 ekaN3ara:,ekano3ara:,ekimaest

167 iku3ara:lll 16s ikita3ara: 16g ikita3ara:?]l 17o taegaeame3ara:
171 diurisa:na 172 josa:najana{l},josaoena 173 bjo:kiraJl:?Elll,

bjo:kidathu:daut2 174 amedasana,amedatfota1 ys takasa:natlll,
takee:sa:nant2,takee:tJolli3 176 ot:atfotr,ot:asana
177 ￠uttisaNninittoru,diuttisaNnoja:na21
eema･ISZEEiE51 ls6 ikukaikaNkailf,ikudaeraikaNdaerakiEIYfll! ls7 daigaikujara,

daigaikudaeratll lss naNda lsg daezona lgo dokozoni lgl itsudaera
lg2 e:kana:,e:3ara:kant lg3 daegaSo:zukai,daegajara:tsukaikntl
lg4 Jeno:kotogaarumoNka?E}ll,re:dekaraJiaut2 lgs kut:ete:e,

kuttfokano:
}eepttilZ51 2o6 Nnat:ailit?Ell,morat:awt 2o7 gorena 2os jat:a 2og jat:aka

il6V8' )i!Xfi 241 katatjikeno:gozaNsuiik{!>,arigato:gozaNsupt,

×kononorowakatattikeno:gozaNSitata!1,XdaNdaN?Ell2

546373 kne4wwvaKEI]'f#diEU'tliltsTV!l:
tf}rtilr･Xth･5S;XSI 147 korenansorejohojo:okinkatli1,
korenansorejohojo:oki:jol}i 1 ,korenansorejohojo:oki:tll 1 ,

korenansorejohojo:okirent2 14s koraokiront
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149 sokenomado:akenka,sokonomado:akerest,sokonomado:ake:
lso aketemi:,akerosc lsl ekud3ane:dzo,gkunanats211
152 ekunateittSo:dzo:ni,ekunana:di ls3 ekitaraekendzo:tr
154 ekanotoekeno
wass'dr4%Zlfi lss ekuteju:kotoninatSokkeN,ekunikimattforuni$21

ls6 oregaekukotoninattSokkeN,ragaeku$,dagaeku$
157 ma:kire:nahanadagana
kEtEEI.ebEig.R$iSZSI lss eka:tomotttoru,eka:tomottfo:wa lsg ekaNwa,
ekandzo,ekume: 16o ekanka:,eko:jast.li.:,×eka:ja$fa 161 gkite:na:,
ekitaina: 162 ekita:temoteNwa,ekita:temoteno 163 ekita:nai,
ekita:ne:st 164 ittemeraitai,ittemoraite:it
IIkS.)iikf/",.tikthfiM 16s ekudara:,ekud3aara: 166 ekanodara:,gkanod3aara:,
ekume:$ 167 ekunodara:,ekunod3aara: 16s ekitadara:,gkitad3aara:
16g ekitanodara:,gkitanod3aara: 17o amedara:,amed3aara:
171 diurisa:na,diurugena 172 josasa:na,josagena 173 bjo:kigena,
bjo:kidathu:na 174 amedagena,amed3agena,amedatSo:dzo,arnedato:,

amed3ato 17s takaidagenaXl!1,takaid3agenant1,takaitota!1,
takaid3ato?ll1,takagena,takaidiu:natll2,×takaithu:daS,×take:tto$,
×take:tiowaZ‑S 176 ottato,ottatJotekotoda,ottagena,ottasa:na,

ottadiu:na 177 diud3isannoja:na,diud3isannojo:na,thud3isannoja:da,
diud3isannoja:d3a
maIS.N klilfil ls6 ekujaradogenamoNjara,gkujaradoge:surujara,
ekukaekaNjaradogenajara ls7 daigaekujara,daigaekujaka,daigagkuja
188 nanda: lsg daidzoga lgo dokodzo lgl etsudajara,etsudzowast
192 e:kaina: lg3 daigajarumonka,daigaja?monka,xdaigajara:tsuke
$fa 194 NR 195 kutteteja:
EEIptltiliif1 2o6 moratta,xmurattaS‑" 2o7 kure:,gosefa,gosankal 2os jatta

209 jattaka
MVS')il2Sl 241 jo:ianatiniitadakimasu,×daNdaN$
547149 ,Einvlilma7Uff[l'?ifivall4EztsfiK

tf}i4t.afhntt .gSig$gSl 147 okisa?Saija:,okinasai 14s okinka,hajaokinka

14g madooaketegosa?iai,madooaketekudasaiLl> lso hajamadooakenka
151 ikudanaido ls2 ikuna,ikudanai ls3 ikudaneedo,ikitjaikenta1

154 ikananaran
desc'stma 155 iku,ikuwa ls6 origaikuwa,wasigaikuwa
ls7 anohanar1?padana:,anohanari?panahanadana:
isJtaE,E.[.eniS.ntgiSilfi lss ika:toomo?toruk,ika:omo?toru,ikaomo?toru2

:]:

lsg ekiten,ikumai#. 16o ikaja: 161 ekiteenee:
162 ekitateekitatekotaen,ekitatetamaran#. 163 ekitakotonee:,
Xekitanee:tli 164 ekitemoraetaig
va･Iee9k.tikFifiiSgEfi 16s ekiSendara:kaja: 166 ekiSendara: 167 ikudara:
16s ekitadara: 16g ekitadara: 17o taite:amedaara:21 171 diu?sana,
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φu？sagem，φu？sageda少172

josana，」。sagena，×josageda注

1739waegawa？rasi注1，bj。：kirasi誘注2174

amedasa：na，amedagena古注

175ta：k麗ena注，ta：k鎚a：na多176・？tasa：na 177φu3isannoja：na
疑問・反語表現186ekudaeekandae 187 da？9aekudae 188 nanda：189 da？zoga
190

do？kani

191

itsuzo注，i？zo

192

e：dara：ka

193

194jarank。t・9aa？m。nka注，ja？teja？wae多195
搬裁見

206

mo「a？ta

207

90∫e

208

ja？ta

209

da？9asu？da

ku？teteja：

ja？taka

あいさつ表現241a？9ato9。za鵬ita
550816

石川県鳳至郡能都町宇出津田の凶日字

命令・禁止・義務表現147ハヨーオキーヤ148ハヨーオキーナンシトルヵ。ヤ注
149アケテク＿キィレカェセ＿ヤ150ハヨラトアケマ注151イクナ152イクナ＾テ＾カ。イ注
153イッテワダメや共，イッテワラッチャヵン多聞154イヵン＾ナラン＾ヵ・デ＾ノー注

強調・詠嘆表現155イク156オレイクワイ157アノハナーウツクシイナー
意思・勧誘・希望表現158月置ートオモートル159イカンゾ 160イカンカイ注161イッテミタイナー，
イキタイナ＿誘162イキトテナランセ・ア注163イキトナイナー注164イッテモライタイ＾カ。ヤカ。ナー
注

推量・様態・伝聞表現165イクヤロヵ。イ注166イカンヤロー167イクカ。ヤロカ。イ注
168イッタヤロカ。イ注169イツタカ。ヤロカ・イ注170アメヤロー171ブリソーヤ172イサソーや注
173ヒ・ヨ＿キラシイゾ174アメラシイ175タカイテ多注，タカイソーや共176オッタソーヤ
177フジサンミタイヤナ

疑問・反語表現186イッヵイヵンヵ187タ
190

ト

ッカニ

191イツカ

レコソィクヤラ注188ナニヤ189ダレカ注

192イイカ。カナー

193タ

レヤルモンカ

194ヤランコトアルモンカ

195クルカ。ヤテテ

授受お現

206モロータ

207クレマ

208ヤッタ

209ヤッタカ。力注

あいさつ表現241アーオキノドクナ注

551619

石川県羽昨郡富来町地頭町七字

命令・禁止・義務表現147ハヨオキナ注148チャツトオキネハ・がッコァオクレルゾ注
149ソコアケテクレヤタノムワイヤ

152ソコエイクマイソ

タ

150アケンカ。ナラオラアケッロ注

メヤソ

153イカレンカ。ヤゾ

151

（ソッチエ）イクマイソ

154イカンナランネ

強調・詠嘆表現155イッショネイクマイカイネ注156オラカ・イクカ・ヤワイネ157アノ1、ナキレーヤナー誘

意思、・勧誘・希望表現158イコートォ←トル159エヵンナィ注160イクマイカイヤ161イキタイナ
162イキトテト

ンナラン注163イキトナイ164イッテモライタイ

推量・様態・伝聞表現165イコーヵ。イヤ166エヵンヤロ167エクカ。ヤロ168エッタヤロ
169エッタカ。ヤロー
174アメヤソーヤ

170タフ

ンアメヤロカ。イ

175タカイソーヤ

171プリソーヤ

176オッタトイヤ177フシ

172ヨサソーヤ

173ビョーキラシイ

サンミタイや

疑問・反語表現186エクカェカンカ187ダレァイクヤラ188ナンジャイ多，ナンヤイ189ダレカ
190

ト

コ旧聞

191イ・ソカ

192ヨイカ。カナ

193タ

レァヤルモンカ

195クレカ。ヤチュテ

授受表現

206モ四望

207クレマ

208ヤッタ

あいさつ表現241アリカ・ト，オキノト

209ヤッタカ

クナ女
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194ヤランコタアルモンカ

551775

石川県鹿島郡田鶴浜町字吉田三部

命令・禁止・義務表現14アオキタヵ。ヤロナー注148ヤスンヵ。ヤローオコサンゾ注
149チョッコマト9アケテクレン訓注150アケンデモェ一帯151（ソッチエ）イカントケヨ注
152ソコェィッチャィヵン注153イッチャィヵン注154イヵニャナランサヵイ注

強調・詠嘆表現155イクワイ156オライクヨ新注157アーキレーナハナヤナー

意思・勧誘・希望表現158イコートォ←トル159イヵントコ注160イカンカ注161イキタイナー
162イキタテト9ンナラン注163イキタナイ注164イッテホシイ

推量・様態・伝聞表現165イクヤロ166イヵンヵ・ヤロ注167イクヵ。ヤロ168イッタヤロー
169イ・リタカ。ヤロー

170タイテァメヤロー

171プリソーヤ

172ヨイヨーヤ

173

ビョーキテ9ナイカ

174アメヤソ＿ヤ175タヵイソ＿ナ176オ・ソタトイや注1，オッタソーや注2177フジサンノヨーや

疑問・反語表現186イクカイカンカ187タ・レァイツカ188ナンヤ189ダレカ190ト・ツカニ
191イツカ

授受i表王臣

192ヨイカ。カナー

206モロタ

193タ9レァヤルモンカ

207クレンカ注

208ヤツタ

194ヤランコトァアルモンカ

195クルカ。ヤテ注

209ヤツタカ

あいさつ表現241オキノドクナ注

551820

石川県鹿島郡能登島町向田117部

命令・禁止・義務表現147・kitek。ija，。ki：ja
150akema：
154

151

ikantooke：jo

152

148・ki唾aija

ikuna

153

149

aketekure：ja

ikja：damejazo

ikanja：na「aミ」と〕aizo

強調・詠嘆表現155ikuwaija，ikuwaij・156・rja：ikuOaj・，orja：ikuz。
157nantoutsuku∫i：ha漉ajano：
意思・勧誘・希望表現158ik。：t・。m・：t・ruOaja，ik・：t。・m・：t・ruηai

160itteko勾kaija
163ikitane：wai

161
164

ikitaina：

ikanz。：

ikitaiwaija，ikita：iwaija

ittemo「aitai

推量・様態・伝聞表現165ikujar・166
16g

162

159

ikaNjar。167

ittaX〕airo：

170

tabuNamejaro

173bjo：ki「a∫i：

174

amejaso：ja

ikuっηairo：1681tt明air・：

171φuriso：ja
175

172

takaiso：ja

josaso：ja

1760ttaso：ja

177φu3isaNmitai

疑問・反語表現186ikukaikanaika，ikukaika唾a
188

nanzuIjae，nanzuljε

itsu厘jattara
195

授受i表目見
20g

192

18g

darekaなa

e：nokano：

193

190

187

dar明aikuka

kokkani

darja：jaruつani

191

194

itsuka，

jaruwaija

kuru聖aitte

206morota

207

kure：ja

208

jatta，×toraseru，×tarasuru

jattaka

あいさつ表現24190ttso：sama注，d30：sajatt明ai，d30：sajattawai

552781

石川県羽咋郡志雄町字荻市リ

命令・禁止・義務表現147オキサツシヤイマ148ト・クサツトラントハヨオキマ注149アケテクサイマ注
150ヨカケ。ンナトアケマ注151（ソコエ）イカツシヤンナ注1，（ソコエ）イカントコ注2152イクナ
153イカツシヤンナ上注，イツテイカン下．154イカンナラン

強調・詠嘆表現155イク156オラヵ・イク，オラヵ・イクヵ・ヤ誘157ウックィハナヤナー注

意思・勧誘・希望表現158イコートォモートル15gイヵンセ

ア160イクマイカ161イキタィナー

162イキタテト9ン＾ナラン注163イキタナイ164イッテモライタイ

一327一

推量・様態・伝聞表現165×イッテ＾ヤロー上家，イクヤロー166イヵンヤロー167イクヵ。ヤロ
168イッタヤロ

169イッタカ・ヤロー

170オーカタアメヤロー171ブリソーヤ

172ヨサソーヤ

173ビョ＿キラシイ174アメヤ＾ソナ175タカイト多注，タカイソーヤ176オッタトィ多，オッタソーヤ
177フシ9サンミタイヤ

疑問・反語表現186イクカイカンカ187タ
190

ト

ッカニ

191イツカ

レァイツカ188ナンジヤイナ189ダレカ

192ヨイカ。ヤロカナー

193タ9レァヤルモンカ

194ヤランコトァアルモンカ

195クルカ・ヤ＾テテ＾エー注

授受表現206モロータ207クレ，×ヨンヂクレ上注208ヤツタ209ヤツタカイや

あいさつ表現241キノドクナ注

552789

富山県氷見市本町

命令・禁止・義務表現147。kiOkaine
150

akeOkai

151

154

ikannafaN

148。kina：149

ikantooka∫∫ai

152

強調・詠嘆表現155i撤dz。1560feηaik田157
ikitateikitatedoX〕ko麗nafaN

推量・様態・伝聞表現165ik田jafo：166
168

1ttekitaηajafo：

171φ1延fuゆuIfu題ja

175takaifa∫ii

169

172

191

194hentot∫aokaN

搬引見

206mofota

itswka
195

207

ik邸160

ikitanai

187

173

170

ikitaina：

itteho∫ii

ik期ajafo：
taiteamejafo：

bjo：kifa∫ii

174

amefa∫ii

177φuld3isa頁mitaija

dafjaik田ka

192

ikafendzo

ik。：161

164

ikaNjaf。：167

ittekita翼〕ajafo：

1760ttaηajato

疑問・反語表現186ikukaika℃ka
190dokkaJli

163

i：mitaijane

153

a：皿ts山k臓∫ii

意思・勧誘・希望表現158ik・：t・m・：t・f田159
162

aketek山da∫∫ai

ikantookaJla

i：Oakana：

188

193

naM3a

189

daka

da：hef四moXlkai

ku厘ful葛aka

ku1fe

208

Jatta

209

jattaηaka

あいさつ表現24190ttso：samana注
553777

富山県西礪波郡福岡町福岡

命令・禁止・義務表現147。kki∫aija

148

haj・：・kkiっka

149

aketekure∫∫ai

150・k・ηk・i151（・・tt∫i）ik・・e・d・。152・・tt∫iik・・e・d・。注

153 ikarendzo 154 ikannaraN
強調・詠嘆表現155ik・：kana：156・ra：ik隅aja 157 nant∫w：田kku∫iin・：
意思、・勧誘・希望表現158itteko：kaomo：toru 15g ikantok山wa 160 ik田maike

161ittaiwa：

ロ
itta：teitta：tejowatto「ul

162

164ittemoro：tai
推量・様態・伝聞表現165ik・：注166
170

ik・：mai：167

16g

ittaηade夏aika

172

×jokaro：ne：，×joi13adenaika

174amejaju厘：torulwa

taite：amejaro：

175

173

コ
1631ttanalwa

ik田ηadenaika

171

168

ittar・：

×φu1聖勤adenaika

bjo：kidenaika

takaiso：jadzo：

1760ttaso：da

177伽題d3isaNmitaina：

疑問・反語表現186ikkaikaOka
190

dokkaJli

191

daQqajaru夏kott∫a

187

itsuljara
194

darjaikka
192

188

i：鴻akana

kanaradzu軍ja∫∫imo：wa
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naηka
193
195

189

dakka

daQOajaro：Bana：，
k田ru1とjakana：

lesptkivefi 2o6

moro:ta 2o7 kulremai 2os jatta 2og jattaljaka

as v S･ )iEilll

241 gottso:samana

553915 Ethvafuvaifi1stE[r1Te
fa4}.ajiltM ･gema 147 ok!rareja 14s okinoaka 14g akerare:
150 hajakurakeoka lsl ikarendzo ls2 ikarentJa ls3 ittfadamejadzo
154 ikappanaranna
dess.drqSereX 155 ikuadzo ls6 oreikuatta ls7 a:kire:jana:
kZ.Ebkle･it2tiESI lss iko:toomo:torur lsg ikanna 16o ikatfaranka
161 ittaino: 162 ittatewakarantJa 163 ittanaiwa 164 ittemoraitaitta
ilES.ieefiee･fikmaililfl 16s ikurnad3anakaro:ka 166 ikannajaro:

167 ikurnad3anaika 16s Xikaretanad3anaika 16g ikaretaoajaro:wai
17o taite:amejaro:wai 171 thurrurso:ja 172 i:jo:na
173 gurainawarurijaro:wai 174 Xamejaro:na 17s takalso:na
176 Ottaso:na 177 diuld3isaNmitaina
nedi.!SZtniSIVfi ls6 ikuakaikanka ls7 dareikvaka lss nanka lsg darja
190 dokkaJii lgl itspaka lg2 ikaro:kano lg3 darejaruamonka
lg4 jarareokotoaruamonka lgs kuaruanajatte
leepteiStlfi 206 morotatta 2o7 kturenoaka 2os jatta 2og jattaka
toUS')iSgSl 241 osoreirimasui

553980 gutMELLritiutEwr
di4)･ailtdh.ma 147 okirare !4s okiJipadameda 14g aketekorare
15o akeJiJiadameda lsl (sottJie)ikarenna ls2 sottSieikaceona
153 ikareppa ls4 ikapnanaranpatta
deua.dvqge$iSl 155 ikurjo ls6 orjaikuatSa ls7 konohananantSua:rutsdikurtiihana

dano:

kki.ebkiS.tSiSafi lss iko:tomo:torua lsg ikrumond3anai 16o ittekomaika
161 ikitaindakedo: 162 ikitakuatekanawapnadakedo 163 ikitakvanaija

164 ittemoraitai
iEEt.)FSI!7",.fikmaiSZSI 16s ikurndanaika 166 ikannadaro: 167 ikuanad3anaipake

168 ittaoad3anaipake 16g ittekitagadenainake
170 osoeakuramed3anaipake 171 ×thuattekvaruanadenaipake
172 Xi:nadenainake 173 bjo:kidenainake 174 Xamjaditueuatoine
175 takaiso:dane 176 ottatoine 177 diuad3isantoiSJodane:
reIFdi･MliSStEl ls6 ikuakaikapka ls7 darenaikurjara lss napika lsg darekaoa
190 dogokaJii 191 itsdijaea lg2 ikaco:kano: lg3 darjajarvamonka
lg4 kanatadzthjattejaetu lgs kurturtte:
Iagt2/iStlfl 2o6 moratta 2o7 kurrejo 2os jatta 2og jattake

6US' )iStlifiS 241 gote:ne:JiimedzturafiimoN

554666 EJllzaffJ<Hil]I{bl1Ta
de4t･afint' ･geimal 147 Aa‑tivvytr 148 titzh 149 ?b"t7trVyV 150 7ijtzhtr
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151イカンホカ・ヨイ注152ソツチエイクナ153イツテワイカンソ9154イカニャナラン注

強調・詠嘆表現155イク少注156ワシヵ。イクヵ。ヤ157ウツクシイノ、ナヤナー

意思・勧誘・希望表現158イコートオ←トル＾カ。ヤ159イクマイ160イカンカ161イキタイナー
162イキトテタマラン注，イキトテナラン＾カ。ヤゾ多163イキトナイ164イツテモライタイ
ハ
推量・様態・伝聞表現165イクヤロ166イヵンヤロ167イクヵ。ヤロ168イッタヤロー

169イッタ＾カ・ヤロー
174アメヤソーヤ

170タフ

ンアメヤロ

175タカイソーヤ

171プリソーヤ

176オッタ＾トイや注

172ヨサソーヤ

177フシ

173ビョーキラシイ

サンノヨーや

疑問・反語表現186イツカイカンカ187回目ァイクカ188ナンヤ189ダレカ190ト
191イツカ
195クル

192イイカ。カナー

カ。ヤ

授受表現206モ吊目

193タ

レカ。ヤルモンカ

ツカニ

194ヤランコターアルモンカ

テ工

207クレ

208ヤッタ

209ヤッタカ

あいさつ表現241アリカ。ト注

554742 富山県西礪波郡福光町高窪
命令・禁止・義務表現147。kkinnand3a，。kkinnandz・148・kki：，。kkija
14gm・d。・k…，m・d。・k・」・，m・d。・k・t・聯・150・k・t。k・m・151伽n・誘
152

iku｛na

153

ikafendzo

154

ikaJlanafaつ身ade，ikannafaηηade

強調・詠嘆表現155ik嘘k田，ik田dzoik田dzo
157

1560faik田

anohanau夏t引血kuI∫i：na

意思、・勧誘・希望表現158ikottomotof田15g
160iku雇maika
164

161

162

iktakefedo

163

iktonai

ittemofaitai

推量・様態・伝聞表現165×ikassaf・：166
168

ikaNwa，ik晒，ika漁d3a

iktaina：，ikjajoi

×ikasattafo：

16g

ikmai

167

ikasatta羅ad3afo：

ikっad3afo：

170

amed5afo：注

171×φutt・k瓢・u，×φ田tt・ku劇3・172×j・k・…，j・・as・…誘，」・i」。・・

173bjo：kifa∫i：174×ame側rtoija，amed3aso：na誘175
176

0ttatoija

177

φu竃d3isannojo：d3a

疑問・反語表現186ikkaikaOka
190dokkaJli
195

191

takaiso：na

187

its曲ka

da℃Oaikka
192

joikana

188
193

nand3a

189

dafjajafu竃194

daUka
jafaJlanaτmai

ku夏fUl】oakai

搬…詞i見

206

mofo：ta

207

ku厘fe

208

jatta

209

jattaka

あいさつ表現241medz曲fa∫i：moNafiつato：90dzaimas曲

554855

富山県婦負郡八尾町今町

命令・禁止・義務表現147。kirare，・kirareηka 148。kir・149 akerare，
aketekutahare 150 akero，akeroteju：tonnoni 151 ika「enna
152

ikarent∫a，ikarenatoju：tonnoni

153

itt∫aakan

154

ikanakja，

ik・n」・・na・aN，ikann・・aN，×ik・nn」・・aN注

強調・詠嘆表現155ikusa：156・re菊aikuηada，。reik・：t。m。：t。ru
157

nant∫u：utsuku∫i：na＝

意思・勧誘・希望表現158ik。：t・m。：t。ru

15g

ikammai，ikant。k・：，ikant・k。

160 ikammai，ikammaike，ikumaike注，ikomai 161 ikitaina：
162ikitatekanawaN 163 ikito：wanai 164 ittemoraitai，×ittekutaha「e

一330一

ffig'tskflS,'tikmailtEfil 16s ×ikarerudaro:,iko: 166 ikarendaro:,ikaremmai,

ikandaro:,tkammai 167 ikupadaro:,Xikarerunadaro: 16s ittadaro:,
ittaro:,×ikaretaro: 16g ittanadaro:,ikaretanadaro:
17o tabuNamedaro:,XtabuNamekamoSireN 171 diuriso:da 172 josaso:da
173 bjo:kirati: 174 amedaso:da 17s takaiso:da 176 ottaso:da
177 diu3isammitaida
eema.NftkSgl$l ls6 ikukaikanka ls7 darejaikka lss nanda lsg dareka
190 dokkani lgl itsuka lg2 i:nakana,i:pakaine lg3 darja:jarumooka
194 NR 195 kuruoa:lll,kurunadato
EIEII2iliJfi 2o6 moro:tana 2o7 kutahare 2os aoeta 2og jatta,kureta

MUS'pilgijl 241 gote:ne:nakotodesu,korewaariljato:godzansu
554932 gLLIR‑BkffJllgeJikLLIiHTltre

de4t.¥UE.$ilSiSISI 147 antaokirarenka,okinkaL 14s okiro 14g akerare,
akenka lso akero,akenka lsl (sokoe)ikarenna ls2 sokoeikarentra
153 ittewadame ls4 ikanja:naraN
tasu'dvma 155 ikuatSa 156 oraljaikuatta ls7 anohananantfuakire:da
kee･eniE.tgtiltlfl lss iko:toomottorui lsg ikaN 16o ikankaL
161 ikitaLoadaredo 162 ikitatekanawaN 163 ikitattanaLtSa
164 ittemorabo:ka
va･tsRf7E･fikmaiSglfl 16s iko:waL 166 ikammaLwat 167 ikuinad3anaLka,
ikr"oadaro:waL 16s Xittaro:ka 16g ittaro:ka 17o taLteiamedaro:
171 ×diutrtUnad3anatka 172 Xiipad3anatka 173 gulwaLljawarulinad3anaLka

174 amedatoine 17s XtakaLnad3anaLka 176 ottaso:na
177 thtud3isanninitorurna:
eema.Miliik51 ls6 iktukaikanka ls7 darja:iktuka lss nappo lsg darekana

190 dokkani lgl itsuaka lg2 ikaro:kana: lg3 darja:jarurmonka
lg4 jarankotonaartumonka lgs kurrua:Xl!
IRptltilZSI 2o6 moro:ta 2o7 kuare 2os jatta 2og jattapaka

6USoiSXlfl 241 gottsohannakagodzaNsur
555691 aJIIR4yftklfi*AmawrF
fi74:r'Xilt'2fiMiSZSI 147 okkija: 14s okinkai 14g madoaketekuare:ja:,ake:ja:
ec,aketetfo:dai lso hajoakeljkai lsl (attfi)ikurnaja
152 attSiikurnadamejazo ls3 ikuanaja,ittaradameja$ ls4 ikannannaja,

ikannannajakedo .

desc'stma 155 ikurwaija,ikuaee ls6 uaraikua ls7 anohanauatstukruSinna:
kK.Ebl9e.n¥iSXEl lss ikotoomotorui lsg ikotoomowaN 16o ikapkai,ikosa
161 ikite:na: 162 ikitotedonnaNZII 163 ikitone: 164 ittehoti:,

×ittemorawannaN

?kij.SkflS,･fikasilXEEI 16s ikkjarona: 166 ikanjarona: 167 iken'jaro:tli,

ikvauajaro:‑lt 168 ittajaro: 16g ittanjaro: 17o tazte:ameJaro:
‑‑
171 diurriso:ja,×diurrro: 172 josaso:ja 173 bjo:kirati:,bjo:kinte:na
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174 amejaso:ja 17s takaiso:ja{l},takaiso:na 176 ottaso:jali,
ottaso:nafi,itaso:ja,itaso:na 177 diurd3isammitaija,thuad3isante:na
eeee･!SZssilgEfil ls6 ikkaikapka ls7 darjaikka lss nan ja' lsg dareka
190 dokkapi lgl itsuaka lg2 e:pakanna: lg3 darjaSirtui{?;,,darjasuaruai
194 doSitemojartu lgs kurrurtteka,kuaruanaka
}eeptltilXfi 2o6 morota 2o7 kurre 2os jatta 2og jattaka
MVtS' )iltiill 241 mottaine:

555785 $‑de‑MwwLspma
fiIr̀ft･;rr!!tsth.5iiSIEl 147 okijojo,okkjojo 14s okinkai 14g akejojo

150 akenkaist lsl ikunajath ls2 ikuna ls3 ittaradatJikandzo,

lkkotonarandzotw ls4 ikannaran
desc'blgSiifi 155 ikuwa 156 oragaikuwa ls7 anohanakire:d3ana:
kig･en9E･itktilasl lss ikottoomotoru lsg ikumai 16o ikomaika
161 ikitaina: 162 ikttotenaran 163 ikitonai 164 ittehoSi:
IPEEit･)iacf9",･fiknviliSt 16s iko: 166 ikomai 167 ikugad3aro 16s ittaro:

169 ittagad3aro 17o o:kataamed3aro ln diuriso:d3a 172 josaso:d3a
173 guaiwaruigaraSi: 174 amed3aso:na 17s takaiso:na 176 ottaso:na
'
177 thud3isanmitaid3a
eerldi･!SZESSUSI ls6 ikukaikanka ls7 dartgaikuka lss naNjo lsg darikaga
190 dokkani lgl itsujara lg2 joigakana lg3 darigajarukai

194 jaranhadzukai lgs kurugad3atte
}etllSflfllL 2o6morota2o7kure2oskureta2ogjattaka
6Ug )iSafi 241 kinodokuna,gottsosamana

555819 gM.Pueftasnv.JNngA
di)4).XLLE･Xiewfi 147 okirareja 14s okkinke 14g akerare lso akeoke
151 ikarenna 152 ikarentta ls3 ikarendzo ls4 ikannaraN
desu'axqgtiSilll lss ikuawai ls6 orjaikurnajo ls7 anohanakire:jad3a:

lecg'tm･n¥iltEl lss iko:omottorur lsg ikandzo 16o ikammaika
161 ikitaid3a: 162 ikitotedomonarand3a 163 ikito:nai
164 ittemoraitaid3a
tfaEl'IeeflS,･fikeaiEifi 16s ×ikurkamoJirend3a 166 ikankamoSirend3a

167 ikuanajaro:wai 16s ittare:wai 16g ittanajaro: 170 taioaiamejaro:
171 ×diuattekuartujo:ja 172 Xi:raSii 173 bjo:kimitaija 174 amejaso:na
175 takaiso:ja 176 ottaso:ja 177 diuld3isaNmitaija
pama.!stiESEEn ls6 ekuikaekaljka ls7 darjaekutka lss naNjo lsg dakka
190 dokkapi lgl itstpka lg2 e:oajarokana: lg3 darjajarusmooka
194 senkotoaruamonkai lgs kuirwnajatte
waii!Zlfl 206 moro:ta 2o7 ku:re 2os jatta 2og jattaka
asUSt)ilfEII 241 arinate:godzaimasw
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555821

富山県東礪波郡利賀村利賀

命令・禁止・義務表現147haj。・kinka 1480kinka 14g k田：kin・irekaese：j。，
madoaketek田：kinoirekaesejo，akenka 150 hajoake： 151 （50tt∫ie）ikuma
152sokoeikarendzo注
ika「eX円aja

154

153

ittewawaru竃idzo，ikuma，ittaraakaN，

1kaJlana「aOηaja

強調・詠嘆表現155ik明。156。re胆ik岡0157

arekire：nahajakara，

anohananokire：aakoto

意思・勧誘・希望表現158ikotoomoto悶，ik耽脚morija
161ikitaしna：

162

ikitotetama「aN

推量・様態・伝聞表現165×ik耽t∫a
168

166

ittekitajaro：，ittaNjaro：

163

15g

ikaN

ikitonaしwaし

164

ikandz・，ikaNjar・：167
16g

ittajaro：

170

160

itteko：

ittemo「aしtaし

ik田n。jar・：

tab田Nameja「o：

171×側ttek田rudz。ja，×側ttekiso：ja多，×φ嘘tekis。：na多
172josaso：ja
175

173

takaしso：ja

bjo：kira∫ii，dokosokowaruira∫ii

176

itaso：ja

疑問・反語表現186ikukaikanka
190dokkani
194

搬裁見

206

191

187

itsulka

ja「ankotoOaa「umonka

morota

207

ku竃re

177

174

amejaso：ja

dDuId3isannojo：da

dareOaik嘘a
inokana

188

i

195

ku1「田Njatte，ku1「uIso：na

208

jatta

209

193

nanika

192

18g

dareka

dareOajaruImonka

jattaka

あいさつ表現241ariOato：90dzaimasui

556512

石川県加賀市大聖寺本町

命令・禁止・義務表現147ハヨーオキントカ・ツコオソーナツロ注148ハヨーオキンカイがツコオソナ，レカ。イ
注

149ソノマト

チョ・ソトアケテクレヤ

150ハヨァケンカイ注

151

（ソッチェ）イクナー

152ソッチェイッテイカン153イッテイカン154イカネァイカンノや注

強調・詠嘆表現155イクワイ156ワシャイクンシ・ヤ157アノハナゥックシィンヤナー
意思・勧誘・希望表現158イコートォ←トル＾ンシ・ヤ15gイヵンノヤ160イヵンノヵイ
161イキタイナー162イキトテト㌧モナランノヤ163イキトナイ注164イツテホシインニャ

推量・様態・伝聞表現165イクンヤロー166イヵンノヤロォー167イクンジャロォー
168イッタンシ9ヤ四四ー
172

×イーヤロオー

169イッタンシ9ヤロオ

173アンハ

イワルインシ

170オーカタアメヤロ
ヤロ

174アメヤソーヤ

171

×フッリャロオー

175タカインシ9ヤソーヤ

176オッタンシ9ヤソーヤ177フジサンノヨーヤナー

疑問・反語表現186イクカイカンカ187ダレァイクンヤラ188ナンジヤ189タ9レカ190ドツカニ
191イツカ

192イインシ。ヤロカ

193タ

レァヤルン＾シ9ヤ臨調

194ヤランコタアルモノカ

195クルンヤッテンナー

授受表現206モロタンシΦヤ

207クレヤ

208ヤッタンや注

209ヤッタン＾訓説

あいさつ表現241アンヤト

556529

石川県小松市赤瀬町へ

命令・禁止・義務表現147オッヶ148オヶ一14gアヶテクレヤ150チャットァヶ注151イクナ
152イッテイカンソ9

153イイッテワイカンソ9

154イカンナラン

強調・詠嘆表現155イクィク156ウラーイクヵ。ヤ157アノハナナントウツクシイハナヤラ

意思・勧誘・希望表現158イコートオ←トル159イカン160イツテコー161イツテナー注
162イキトテシカタナイ

163イキトナイ

164イッテモライタイ
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推量・様態・伝聞表現165イクヤロー166イヵンヤロー167イクヵ・デナィヵ注168イッタヤロー
169イッタカ。デナイカ，イッタがヤロー誘170タイテアメヤロー171ブリソーヤ172ヨサソーナ
173ビョーキテ9ナイカ

174アメヤソーヤ

175タカイソーナ

176オッタソーナ

177フシ9サンミタイや

疑問・反語表現186イクカイカンカ187ダレァイクヤラ188ナンジャ189ダレカ190ト
191イツヤラ

192ヨイカ。カナー

193タ

レァヤルモンカ

194ヤランコトァアルモンカ

ッカニ

195クルッテカ

授受表現206モツタ注，モロータ共207クレンカ注208ヤツタ209ヤツタカ。カ
あいさつ表現241キノト

556637

クナー，イトシケ。二一注

石川県石川郡吉野谷村字中宮二

命令・禁止・義務表現147カタイモンジヤノ、ヨオキョ注148ハヨオキョ誘
149カタイモンヤマドアケテクレ注150マドアケンカ151（ソツチエ）イクコタナランゾ注152イクナ
153イッコタナランゾ注154イカニャナラン

強調・詠嘆表現155イク156ウライク注157アノハナウツクシサイタナ

意思・勧誘・希望表現158イコトォモトル159イクマイ160イカンカ161イキタイナー
162イキトテト9一モナラン

163イキトナイ

164イッテモライタイ

推量・様態・伝聞表現165イクヤロ166イヵンヤロー167イクヤロー168イッタヤロー169イツタヤロ
170タフ9ンアメヤロー

175タカイソナ

171プリソーヤ

172

173ヒ9ヨーキラシイ

174アメヤソーナ

176オッタソーナ177フジサンノ八一ナ

疑問・反語表現186イツカイカンカ187タ
191イツカ

×エーヤロ一義

192エーカナー，エーカ。ヤナー

レァイクカ188ナンジヤ189ダレカ190ト
193タ

L

アヤルモンカ

ツカニ

194ヤランコタアルモンカ

195クルカ。ヤト注

搬剥現 206モロタ 207クレ 208ヤッタ 209ヤ、ソタカ
あいさつ表現241アンマリゴがル注1，ヤモト・アリカ・ト注2，ヨーシタや古

556695

石川県石川郡白峰村字白峰ロ

命令・禁止・義務表現147ヨカケ。ンニオキや注148ナンシチョンナハヨオキマ注
149ソコノトオアケテクレヤ150ハヨアケマ注151（ソコエ）イクナや注152ソコエイクナチューヤ
153イッコトナランジャワイ注154イカニャナランジヤワイ注

強調・詠嘆表現155イクヤワィ156ギライクや注157アノハナワヶッコナハナヤニャ注
意思・勧誘・希望表現158イコートォモーチョル159イヵントヵンナラン注160イコカ
161イキチャニャー注

162イキトテコタェラレン

163イキトナイ

164イッテモライチヤー

推量・様態・伝聞表現165イクヤロ166イヵンジャロ167イクヤロー168イツタヤロー
169イツタヤロ＿170オ＿カタアメヤロ171プリソーヤ172×ヨイヤナイコ173テキニヤラシイ注
174アメヤソーニャ

175ターキャソーナニャ

176オッタソーナニャ

177フジサンノヨーヤニや

疑問・反語表現186イツカイカンカ187ダレァイクカ188ナンナ189ダ励190ト

ツカニ

191イツカ192ヨイヤロコ注193ダレァヤルヤロコ注194ヤランコトワナイワイニャ
195クッチャッテカ注

授受表現206モロタ207クレンコ多注，クレ208クレタ209ヤッタコ
あいさつ表現241ヨーサツシヤツテノ置注

556746

岐阜県大野郡白川村鳩谷

命令・禁止・義務表現147ハヨォキョヨ148ハヨォキンヵ149マドァケテクリョ150ハヨアケンカコラ
151イカンホウカ・エエゾ

152イツテタ9シカンソ

一334

153イッテワタ

シカンソ

154イカニャナラン

強調・詠嘆表現155イクゾ

156オレイク157アノハナゥックシィナー

意思・勧誘・希望表現158イコトオモットル159イカン160イカンカ多，イコカ，イコマイカ，イツテコカ
161イキタイナア

162イキトテカナワン

163イキトウナイ

164イ・リテモライタイ

推量・様態・伝聞表現165イクヤロー166イカンや心馳167イクカ。ヤロー，イクカ。ジヤロー
168イッタラー

169イッタカ。ヤロー

173ヒ9ヨウキラシイ

174アメヤソウヤ

170タイテイアメヤロ
175タカイソウタ

171×フッテキソウシ9ヤ

，タカイソウヤ

172ヨサソウヤ

176オッタソウヤ

177フシ9サンノヨウや

疑問・反語表現186イクカイカンカ187ダレイクヤラ188ナンジヤ189ダッカ190ドツカニ
191イツカ192エェカナー193タ・レカ・ヤルモンカ誘，ダレカ。ヤルイ多194ヤランコトアラスカイ

195クルッテカ
授受表現 206モラツタ

207クリョ

208クレタ

209クレ馬頭

あいさつ表現241スィマセン

556814

岐阜県吉城郡河合村角川堂前

命令・禁止・義務表現147オキョヨ148コリャォキンヵ14gスマンヶドチョットソコノマドァヶテクレヨ
150サッキタノンタ

ニドシテアケテクレン151イッテダメヤソ9

152サッキイッタノニマタ9キカンノカ

153イツテワアカン，イツテワダメヤゾ，イツテワダチカン些少154イカニャナランデナ

強調・詠嘆表現155イク156オレモィクデナ157ウックシィデナ・，ウックショウサイトルデ，
キレイニサイトルテ9ナー

意思・勧誘・希望表現158イコウトオモッテル159イカンゾ
162イキトテト9モナランテ◎ナー

163イキトーナイ

164イッテモライタイ

推量・様態・伝聞表現165イクジャロナー166イヵンシ
168

×イッタトオモウカ。ナー

171

×フッテクルンシ◎ヤナイカナ

175タカイソウタ

，タカイラシイワ

ト9コカニ

191イツカ

194ヤランコタアルモンカ

授受表現

206モラツタ

170アメテ

×エェトオモウナ

176オッタトヨ

疑聞・反語表現186イクヤライカンヤラ187タ
190

ヤロナー167イクンジャロナー

169イッタトオモウカ◎ナー

172

160イカン一中161イキタイナア

ナ早目カナ

173フツウシ9ヤナイゾ

174アメラシイセ

177フシ9サンノヨウタ◎，フシ9サンノヨウシ9ヤ

レカ・イクヤラ188ナンジヤ・189タ

192エェカナー，エェカロカナー

193

レカ

タ9レヤルヨ，タ9レカ。ヤルモンカ

195クルッテカヨ

207クレヨ

208クレタ

209クレタカ，ヤツタカ

あいさつ表現241イツモスマンナー

556910

岐阜県吉城郡神岡町伏方

命令・禁止・義務表現14アオキンカ148マニアワンデハヤクオキロ
149〈ナマエ〉スマンケト

マト9アケテクレ注150サッキカラタノンドルノニアケンカ

151イクナヨ

152イクナヨ注153イツチャイカンゾ注，イクンデナイゾ注154イカニャナラン

強調・詠嘆表現155イク，イクゾ156オリャィクゾ157アノハナキレイヤナー
意思・勧誘・希望表現158イコトォモゥンジャヵ。注，イコートォモットルンジャ注15gイクマイ共，
イクキワセン

160イカンカ

161イキタイナア

162イキタテタマラン

163イキトナイ

164イッテモライタイ

推量・様態・伝聞表現165×イキナルダロー166イキナレンデナ167×イカッ切レンジヤネエカナ
168×イカサッタロウ

169イカサッタンヤロー

170×タイテイアメヤセ

ナ

171プリソウヤ，

×ブリソウヤナ172ヨサソウヤ，×ヨサソウヤナ173グアイカ。ワルインヤナ加力，ビョウキラシイ直心
174アメヤッテヤセ

ナ

175タカイッテヤナ

疑問・反語表現186イクカイカンカ187タ

176オッタンシ◎ヤトヨ

177フシ◎サンミタイや

レカ。イクカ188ナンジヤ189ダレカ190ト

一335一

コカニ

191 t,Yh 192 xxS"n‑ht 193 Y"VheVJVhl,S" VV]Vhi{ie 194 VYtz:N‑7JMit
195 O)Vv7

}eeptle$ZSI 2o6 Esxye 2o7 ovmbt 2os t,vy,xv,yNpl 2og Jp,yeh

toVSoiSISI 241 :tzt=:"fi*l=xavt‑,nvvxvtznvfvt‑,VYfiaiyfvt‑‑}
557480 *ewvaJWIaskgptNrets

tftr<tr･i;t;gtltt ･geiiSiSXiffi 147 hajookijoja 14s okijo,Xokisare$

149 madooippeNake:ja lso rnadoakenka?E}1 lsl (sottfie)iktllna'
152 sottSieittaraakandzotli ls3 ittaraakaN ls4 ikannaraNst
whta'skqS(liltlf1 lss ikuall! ls6 orenaikua ls7 iihanajana:,urtsuakuafiihanajana:

161 ikitaLna:
kg･kbi9i.itgiStlil lss ikotoomotertu lsg tkaNjo 16o ikwmaka
162 ikltotetamaraN 163 ikitonaL 164 ittemoraLtat
IPfftEa･)Fillf4S,･fikeeiSgSl 16s ikuijaro: 166 ikaNjaro: 167 ikutNjaro: 16s ittadaro:

169 ittaJIJIaro: 170 tabulNamejaro: 171 thulriso:jana: 172 josaso:jana:

.
173 bjo:kijana:,tekinaLjo:jana: 174 amejaso:da 17s takatso:Ja
176 itaso:ja 177 diuad3isannojo:ja

fima'Nmam 186ikuikaikankals7darenaikkalssnand3a'lsgdarekaoa
190 dokkani lgl itsurka lg2 iinkana lg3 dareoajaruamonka
194 jaruikana:?El! lgs kuirwnka'
leeEkil;tcM 2o6 morota 2o7 kuire 2os jatta 2og jattaka

MUS')iilXij1 241 o:kini,o:kine,o:kinno:{?>

ss7sn *ewRwaasSLpmE[r4x;IIk
fS}r4)'Xilt.gma 147 okine:no 14s hajookinkaL,ekinaakandzo
149 tfottotoaketekunnenotr,ttttotoaketetto:daL lso hajoakenkaL,
akettaraakenkaL lsl (hottri)ittaraakandzo,ikantookine:
152 hotttiittaraakaNtli,hottfiittaraakandzatl ls3 ittaraakandzatll,

ittaraakantara(akaN)Xl! ls4 ikana:,ikannarannoja
dwsu･blt!ftptfiL lss ikuiikuitl! ls6 urraikuiJipa,wranaikruJiJia

157 anohana'nantaurtsurkrusoLpparo:

kZ'tm.n$il251 lss ikannarantoomotterutZll,ikannarantoomoteJiJia{ie
159 ikaN 160 ikomaLkeno 161 ikitaLna:Ill 162 ikitotedomonaraN
163 ikitonaL 164 ittemoraLtaLg,ittemoraLteppa
va'ieeflS,'fikmailtifl 16s ikuand3aro: 166 ikannojaro: 167 ikuand3aro:,

ikuind3arowaLno 16s ittand3aro: 16g ittand3aro:=lll
170 o:kataamed3aro:,amejaro: 171 diurriso:ja 172 iijo:jano
173 tekinerafi 174 amejaso:na,amejaso:d3a 17s takaLJipaso:na
176 itaPpato 177 diurd3isantenano:

fima･NE"SSgEEIpt ls6ikuakaikankals7darja:ikurkalssnand3alsgdareka

‑‑ i
190 dokkani lgl itsurjara lg2 iinkana lg3 darJa:JarurJa
194 jarankotaaruamonkeg lgs kutruind3atteka
lagtaeiEEI 2o6 moro:ta 2o7 kuare 2os jatta 2og jattanka
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あいさつ表現2410：kini

557552

福井県吉田郡松岡町石面

命令・禁止・義務表現147・kinem。，・kitem・i：dza注148・ki漉noka
150akennoka

151

ikina・n漉ano，ika燵okine：no

ittaraaka夏dzo注153
154

152

akene：n。

ittaraakandza注1，ittaraakandzo注2

ikanna「ao，ika筑aakaつ

強調・詠嘆表現155iku

156

uraOaikunnja，uralkunnja

意思・勧誘・希望表現158ik・t・・m・teru

15g

163

ittajaro：16g

174

176

177

itannjato：

amejatteju：tetadzo

18g

dareka

193

×daremojaranwa
206morota

187

175

darjaikujara

dokkane，dokkani

207

164

ikite：na：

itteho∫i：

ikuNjaro：多，ikunnjaro：
172×i：ntena

takainnjato：

φud3isantena

疑問・反語表現186ikkaikanka
190

161

ittannjar。：，ittaNjar。：

170。：kataamejar。：171φuris・：ja，×φuruntena
173bjo：kintena

utsukusaina

ik。sa

ikitonai

推量・様態・伝聞表現165ikujaro：166・ikaNjaro：167
少，ikund3ar・：古168

157

ika就・k。160

162ikltotete漉jawa聖，ikitotedomonaraO

捜受i表琵見

149

ittaraakandza注，

194

kure

jaruwa
208

188

nand3a注1，naNja注2

191

itsuka

195

kurunnjatteka

jatta

209

192

i：nnjaroka

jattanka

あいさつ表現241kinodokuna
557788

岐阜県大野郡軸ll村新淵

命令・禁止・義務表現147ハヨオキントイカンゾ，ハヨオキ昌昌148ハヨオキントタ
149マト9アケテクレヨ
152イッテワタ

150ハヨアケントイカンソ9，ハヨァケントタ

シカンソ9

153イツテワイカンソ

チカンソ

・，イッテワタ9シカンソ9

チカンゾ

151イクナヨ

154イカンナラン，イカンナン

強調・詠嘆表現155イクゾ156オレヵ◎イクンヅヤ157アノハナキレイジャナー，アノハナウツクシイナー
意思・勧誘・希望表現158イキタイトオモウ，イコウトオモットル159イカンゾ
161イキタイナア

162イキトウテタマラン

163イキトーナイ

160イカマイカ

164イッテモライタイ

推量・様態・伝聞表現165イクジャ国恥古，イクダロー新166イヵンジャ丁田167イクノジャロー
168イツタンシ

ヤロー

ブリソウジャ

169イツタンシ

175タカイソウナ

176オ、ソタソウナ

疑問・反語表現186イクカイカンカ187タ
189タ9レカカ0

190

ドコカニ

194ヤランコトカ◎アルモンカ

授受表現

ヤロウ

170タイテイアメシ9ヤロー

172ヨサソウナ，ヨサソウジャ

206モラツタ

177フシ

171

×フツテクルソ

173ビョウキラシイナ174アメシ

サンノヨウシ

，

ヤソウナ

ヤ，フジサンノヨウナ

リカ。イクヤラ，ダレカ。イクヤラ188ナンジヤ

191イツカ

192エェンシ

ヤロナー

193タ

一リモヤルモンカ

195クルンヤッテカー

207クレヨ

208クレタ

209クレタカ

あいさつ表現241スマンナーアリカ。トウ

557912

岐阜県高山市塩屋町

命令・禁止・義務表現147meっasametara・kitek・ij。，・kiOkajo，okij。，。kitekoij・
148

hajo：oki∫1adat∫ikaN，車ajo：okjo

150

akejotteju：」1isassatoakeX】kai

14g

151

152・。tt∫iitt・d・t∫ik・nd・。，ik・n・153

aketekurjo：jo

ikaNjo：Jli∫ijojo
ik・・」。甲i∫i」。」・，itt・d・t∫ik・N誘

337一

154

ittekonnaraN，ikannaraN

強調・詠嘆表現155ikuwai

1560reaikuwai

157

意思・勧誘・希望表現158ika：∫ito。m。tt・ru
160
162

159

ikamaikai，ittekomaika，ikaηkaina
ikito：tedo：monaraN

163

anohanautsuku∫i：na：注

ikito：nai

ikaN，ikum・nd3ai，ikadzu誘注

161

ittemitaina：

164

ittemoraitai

推量・様態・伝聞表現165×ikaredzum。注，ikadzum。166
注

167

ikuJld3aro：na：

ittadearadzumo誘

168

16g

ikamaimo，ika「emaimo

×ika∫∫attaro：na：注，×ittadzona：，

ittandearadzumo

170

taite：amedenaika，

t・it・・am・dear・d・um。注，×t・it・・am・d3・d・。注，×t・it・・．・me」adzo

171×φ・tt・k・・uk・m。∫i・e・…，×φ・tt・k・・ud・。・・172・・」…m叩d3・注，
e：janam。N」a注173。m。u」。・d・nai・a∫i・，。m。uj・・d・nai∫ikoda，
t・・ki・・i∫ik・d3・注，…k1・・i・a∫i・注174・m・」・tt・注，・m・d3・tt・注

175takaitojo

176

×ottedetatojo，ottatojo誘

177φud3isaNsokku「id3a，

φ・d3isa叩i」。・nit・」・m・d3・，φ・d3i・aNmit・i」・誘

疑問・反語表現186ikerujaraikeNjara，ikujaraikaNjara誘187
188

naJld3a，naJld3ai

18g

dareka

192e：nokana㍉e：Jld3aro：kana：

190

193

dokkaJli

191

darja：ikujara

itsud3atta「a

darja：jaradzu，darja：ja「umoJld3ai

194jaraηkotowanai，jaraηkotoarasuka

195

kuruttekai，kuruJld3attekai

授受表現 206moratta 207 kurjo 208 kureta，×kuretawai 209 ku「etaka
あいさつ表現241ariηat。：，ariOat・：9。dzaimasu，sumanna注1，utate：na古注2，
utate：k。toja古注2

557979

岐阜県大野郡高根村上ケ洞

命令・禁止・義務表現147ハヨオキョヨ148ハヨオキョッタラ149マト
150ハヨアキョッタラ

151イクナヨ

152イクンナッタラ

オアケテクリョヨ，マト

オアケヨヨ

153イッテタ9チカンナカ。イ

154イカンナランワイ

強調・詠嘆表現155イクゾ

156オリャイク157アアウツクシイナー

意思・勧誘・希望表現158イコウカトオモツトル159イカンゾ
162イキトウテショウカ。ナイ

163イキトウナイ

160イカマイカ161イキタイナア

164イッテモライタイ

推量・様態・伝聞表現165×イカストオモウ，×イカシトオモウ166イカマイモ167イクンシ
168イッタラス
172

モ

169イッタンテ9アラス9モ

×君田ラス9モ

176オッタェナ

173ヒ9ヨウキシ

ヤソ

170アメシ9ヤラス

ナア

174アメシ

ヤソ

モ

171プリンウシ9ヤ

ヨ

175タカイェナソ

177フジサンミタイナ

疑問・反語表現186イクカイカンカ187タ
191イッチャッタカ

レイク188ナンジヤ189ダレカ190ドコネ

192エェカナー，イイカナー

193タ

レカ。ヤルッテヨ

194ヤラシ

195クルッテカヨ

授受表現

206モラツタ

207クリョヨ

あいさつ表現241コリヤト

208クレタ

209クレ僧職

ウモゴテイネイニ

558479 福井県武生市上大坪
命令・禁止・義務表現147haj・：。kinasa㌧。kinahaq480kinkaし
14g

ヤアラズモ

t∫ottomadoaketekuIre，t∫ottomadoaketeku竃reja，

t∫ttomadoaketekuIrenkaし

150

hajoakenkaし，×sekkak田

一338一

ヤヨ

151 (attfie)ikuina,ikinahanna‑lt ls2 atttieikuina ls3 ittaraakaN

154 ikannaraN
desu'st4geliSglfi lss ikui ls6 u:ranaikurNja ls7 anohanau:tsz"kzlltiina:Xl!,

nantouatsuakutiind3atli,anohanakire:nana:fa,nantekire:nand3a!l}
kZ'etsS.nSiSgfi ls8 ikotoomoterui lsg ikantokoma:,ikantotoko{l>
160 ikojo,ikosa{i, 161 ikitaLnalli 162 ikitotedomonaraN,
ikitotetamaraN21i 163 ikitonat 164 kitehoJii,Xiko:ka
IPES'JISIfisk.,･fikasljltliEl 16s ikuijaro' 166 ikaNjaro' 167 ikuiNjaro',ikuajaro'

168 ittad3aro',ittajarona: 16g ittand3aro',ittajaro',ittaNjaro'
17e taburNamejaro',kittoamejaro' 171 ×￠tuttekiso:na,thurriso:ja,
diuriso:d3a,×diuariso:d3ana' 172 Xii,josaso:ja,Xiid3a

173 bjo:kiraSii,tekine:ratiifa 174 amejaso:na,amejatoja
17s takatnd3atoja,takaLNjatoja,takaLratiilll 176 itand3atoja

177 diurd3isantena
fima.Nli521fi ls6 ikuakaikanka ls7 dareikka lss nand3a lsg dareka
190 dokkani lgl itsutka lg2 iinkana lg3 darepafiruiNe,darenarir(llNja
194 jarankotoarutke:,jarankotoartllmonka lgs kuiruiNjatteka
}eeptt2SZSI 2o6 morota 2o7 okutre 2os jattekuiretaZll,anetafietl!2,jatta

209 jattaka
bUN80iSfi 241 o:kinino',kinodokumano'
ssssog *IY#llRJkcgEFfitpewwr

in<l;.Xih.Iaslj$afi 147 hajookinaakaNjo 14s hajookinaakan,
hajookinaakandzo 14g tfottoaketekture,aketette lso hajaaketekoL,
Xhajakui lsl (sottfi)ittaraakaNjo ls2 ikuina,ittaraakaN
ls3 ittaraakandzoZlll,ittaraakaNjo21E2 ls4 ikanaakannojade
wtsc'suqSiSl lss ikuajo ls6 orenaikuanda,varana2
157 anohanautsuakcusaLkotojano:
kE,E)I･tm･nt$iSZSI lss ikotoomotterut lsg ikantookoja 16o ittekomatka21i
161 ikitaLna: 162 ikitotetamaraN 163 ikitonat 164 ittemoraLtaL
IPfESI･JfeS7",･fikmailZJifiI 16s iku:jaro: 166 ikaNjaror 167 ikt"pparo:

168 ittajaro: 169 ittaJlrlaro: 170 tabulNamejaro: 171 dituriso:ja

172 josaso:ja u3 bjo:kidene:jaroka 174 amejaso:na 17s takaLso:na
176 itaso:na 177 divad3isannojo:ja
eefl￡.NftkiSgX ls6 iktukaikanka ls7 darepaikuaka lss nanija lsg darekana
190 dokkani lgl itsuajara lg2 iijarokana: lg3 dareoajaruamonka
194 jarankotonaarurjaroka lgs kuartuppatteka
lagt!2iSgEII 2o6 morota 2o7 kuare 2os jatta 2og jattaka

asUSo$iEII 241 nantomoarioatogoLspt,o:kinno

558656 *ewwwllXJI}!rJfift
tati:tr'ru'Slliii$ZSI 147 okijoiill71Zli 14s hajo:okijojo 14g madoake:ja

lso madoaketara21I lsl (sotttie)ikuinajo ls2 sottfieikrunattaratai
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153ittewaaka朗。，ittewadat∫ikaNj・古注154 ikanna「aN
強調・詠嘆表現155ik・」・考156・・aη・ik・・d・157 an・h・…。鵬uku∫iikoto」o
翻・勧誘・希望表現158ik・・t・・m。・t・川15g
161

n【itaしna：

162

ikito●tekanawaN

推量・様態・伝聞表現165ik斑d3ar・：166
168

ittad3aro：

16g

ikum・・160

163

ikiton飢

ikand3ar・

ittanodaro：

167

ik。maしka
164

ik田nd3a「o：

1700＝kataamed3aro

172」。sas。：na

173

bj。：kira∫ii，tekinaしra∫ii多174

175takaしso：na

176

itaso：d3a，itaso：na

177

ittemo「aしtaし

171φ田「iso：na
amed3as。：na

φuId3isannojo：na

疑問・ 反語表現186ik嘘aikanka
187d・・eik鵬188…d3・18g
190

dokkani

194

二二ヲi見

191

192

itsuIka

eenkana
195

jaranaしkotoηaarulmonka

207k田rej。208

206moro：ta

193

da「eka甲

darjaja「uImonka

ku竃rumd3atte

jatta

209

jattaka少，×ja∫inattka多，

×ja∫in。：taka参

あいさつ表現241s田mimaseN
558774

岐阜県郡上郡白鳥町向小門良

命令・禁止・義務表現147オキナイカンゾヨ148エエクライニオキナダチカンゾヨ149アケタラト
150

×イウコトキカンカ。ト9ウシ

ヤ，ハヨァケナイカンシ9ヤナイカ

152マンタ9ユウコトキケンノカ，ソッチェイッテアカン，ソッチェイッテタ

153イッテワタ

チカンソ9

ウヤ

151イッテイカンソ9ヨ
チカンソウ

154イカンナラン

強調・詠嘆表現155イクゾヨ156ソリャオレヨ，ソリャイクンジヤ157アノハナワキレイナハナジヤ・
コリャーキレイナハナシ9ヤ

意思・勧誘・希望表現158イコウトオモツトル159イカマイ160イコウカ161イキタイナー
162イキトウテカナワン

163

イキトーナイ

164イッテモライタイ

推量・様態・伝聞表現165イクシ・ヤロゥ166イヵソナー多，イヵンジャロ一通誘167イクンジャロゥ
168イッタシ9ヤロウ

169イツタノシ

ヤロウ

170タフ

ンアメシ

ヤロウ

171プリンウシ

ヤ

172×ヨカロウ注，×エ加ウ注，ヨサソウジャ173ビョウキラシイ174アメジャソウジヤ
175タカイソウジャ

176オツタソウシ9ヤ

疑問・反語表現186イクモィヵンモ187タ

177フジサンノヨウジヤ，フシ9サンノヤーナナ

レヵ。イクヵ188ナンジャ189ダレカ190ドッカニ

191イツカ，イツヤラ192エエンシ・ヤロカナー193ダレカ・ヤルモンカ多，ダレカ。ヤルイ少誘
194ヤランコタナイ，ヤランコタアルモンカ

月別受表現206モラツタ

207

195クルッテカ

×ヨンテ9クレンカ

208クレタ

209クレタカイ

あいさつ表現241ゴタイキ。ニシトクレテスマナンダ

558878

岐阜県益田郡萩原町萩原上区

命令・禁止・義務表現147コリヤモウオキヨヨ148イツマデナンシトルンジヤ
149チョットソコノマト9アケテクレンカ

153イッチャタ9チカンソ9

強調・詠嘆表現155イクゾ

150アケヨトイウニァケヨ

151イクナヨ

152ナンテ

イクンシ◎ヤ

154イカンナラン

156オレイクンシ

ヤサ157コレワウツクシイハナジャナー

意思、・勧誘・希望表現158イヵシトォモットル159イヵン160イケヨ161イキタイナア
162イキトテカナワン

163イキトウナイ

164イッテモライタイ

推量・様態・伝聞表現165イクンヅヤロゥ166イヵンシ
168イ、ソタシ

ヤロウ

169イッタノシ9ヤロウ

ヤロゥ167イクジャロゥ

170タイカ。イアメシ

一340一

ヤロウ

171

×フッテキソウシ

ヤ

172

×エェソ。

173ワルインシ9ヤナイカ

174アメシ

ヤト

175タカイソウシ

ヤ

176オッタソウシ

ヤ

177フジサンミタイジャ多，フジサンノヨウジャ多，フジサントソックリジャ少

疑問・反語表現186イクヤラィヵンヤラ187タ・レヵ・イクヤラ多，ダレヵ・イクヵ脳中
188ナンジャヨ189ダレヵ190ト
192エェカナー

授受表現

193タ9レヤルモンカ

206モラツタ

あいさつ表現241ト

559074

ッヵ二191×コノマェィッへ。ン多，イッヤラ少誘

207クレヨ

194

コンナモナヤルサ

208クレタ

195タイフウカ

209クレタカ

ウモスンマセン，スンマセンァリカ。トウ

京都府竹野郡丹後町肯安

命令・禁止・義務表現147日目：・kij・148・kiNka
150

t∫aNtoakeNkai

151

153

ittaraakaNde：

ikuInajo

154

強調・詠嘆表現155ik岨e：156

152

aketek町e：ja

ikuInajuI：taraiku夏danai

ikaNnaraN

wa∫iYaikude：157

anohanawakire：nana：
意思・勧誘・希望表現158ik・：t・。mottoru

161ikitaina：，iki機：na：多162
164

149

15g

an。hanawa田ts砒w∫i：na：多，

ikaheN

160

ikoija：

ikit鍬keNna：163

ikitanai

ittemul「aitai

推量・様態・伝聞表現165ik田dar。ma：166
168ittadaro：

16g

ikaNdar・：na：167

ittadaro：de：」．170

taite：amedaro：na：

171×側tt・ki…d・，φ田・i・。・d・誘172」・9・d・n・・173

warugedana：174

ik田da「o：de：」

bj。・ki・a∫i・，

amedaj田：tor斑de：・，amedagena誘，×amedagenade：2

175tak飢so：na，×tak2＝so：nade：」注，takε：9enade：」誘1760ttage馳ade：」
177

φuId3isammita∋：dana：

疑問・反語表現186ikukaikaOka
190d。k。zoni

191

187

dareYaikΨka

its吐a，its田dattaka多192

193dafeYasuldd跨：na：，dafeYasuIruld能：na：
195

搬i表観

188

naNd2：na：189

dafez。Ya

e：kana：

194

deke：deka：，se：deka：誘

ku竃ru題dae：一・

206m田fatta

207

kufe：ja

208

jatta

209

jattakaja：

あいさつ表現2410：kεniariYato：90zaimas田，o：kεnia「iYato：saNdesu．

559481 福井県敦賀市常宮
命令・禁止・義務表現147。kinkanaja考148。ki：14g
150ake・

153

151

ikantoke

akenasa㌧akete・kure誘

（sott∫ie）ikuIna，×ikantoite言秀注

154

意思・勧誘・希望表現158ikot。。m。toru
164

161

sott∫ieik脚lna

ikaJlanaranaし，ikaJlanaraN言秀多

強調・詠嘆表現155ik田注156町明aik田，ik田Nja誘多157
×ikosa注

152

ikitaし漉a

162

15g

an。hana耽s田ku∫iina：

ik。t。。mowaN，ik。maし少160

ikitotetamaraN

163

iko：ja，

ikitonaし

1ttemoraしtaし

推量・様態・伝聞表現165ik凋ar。166

ikaNjar。：167

169itta愈ja「o：

170．×tabuINameja：

173bjo：kira∫ii

174

amejaso：na

175

ik朗ar・：168

171φΨ「iso：ja
takaしso：ja

172

176

ittaja「o：

josaso：ja

itaso：ja

177φud3isannojo：ja

疑問・反語表現186．ik嘘aikanka

187

dareηaikuka

一341一

188

nanija

189

dareka

190dokkani

191

its田ka

192

194ja「a捻kotoXlaa「四mo漁ka

墨刑見

206

morota

207

kulre

iikana

195

193

dareηajar田monka

ku累「u墓Njatte

208

jatta

209

jattaka

あいさつ表現2410kinna
559589

岐阜県揖斐郡徳山村開田

命令・禁止・義務表現147ハヨォキナァヵンヵ。一148ハヨォキョ149オイァケテクリョ150ハヨアケヨ
151イクナヨ

152イッチャアカンカ。−

153イッチャアカソ

154イカンナラン

強調・詠嘆表現155イクイク156オレカ・イク157アノハナノメメヨイコト注，アノハナワメメヨイナー注

意思・勧誘・希望表現158イカートオモットル159イキトウナイ160イッテコマイカ161イキタイナー
162

ト◎ウシテモイキタイナー

163イキトナイ

164イッテモライタイ

推量・様態・伝聞表現165イクンヅヤナィヵ166イヵンニャナイカ167イクンニャロウ
168イッタンシ

ヤロ，イツタンニヤロ

169イッタンニャロ

170タイカ。イアメシ

ヤロ

171×フッテキソゥナ少，プリソゥジャ馬飼172×エェラシイ173ビョゥキラシイ174アメヤト
175タカイソウシ

ヤ

176イタソウシ9ヤ

177フシ9サンノヨウシ9ヤ

疑問・反語表現186イクカイカンカ187ダレカ。イクンカ188ナンジャ189ダレカ190ドツ門人
191イツカ

192ヨイカナー

193タ

レカ。ヤラッカ

194ヤランコトカ。アルモンカ注

195クルンヤッテカー

授受表i現

206モラッタ

207クリョ

208ヤツタ

209ヤツタカ

あいさつ表現241オオキニ，オトマシイコッチャナー，ムジョケ。ニナー

559742

岐阜県武儀郡板取村平原

命令・禁止・義務表現147ハヨオキヨヨ148エェカケ
150エェカケ。ンニアケンカヤ

151イッタラァカンソ9

イツテワアカンソ9言秀多，イツテワタ

強調・詠嘆表現155イク，イクゾ

ンニオキンカ149ソコノマドアケテクレンカ

チカンソ9言秀古

152イッテアカンソ

153イッテワイカンソ

，

154イカンナラン

156オレカ。イクゾ157アノノ、ナワウツクシイナ

意思・勧誘・希望表現158イコゥトォモットル159イヵンゾ
162イキトテタマラン，イキトテカナワン誘多

160イカンカ161イキタイナア

163イキトーナイ

164イツテモライタイ

推量・様態・伝聞表現165イクヤロー166イヵンヤロー167イクンヤロ168イッタヤロー
169イッタヤロ＿170オオカタアメヤロー171プリソウや注，プリソウジャ誘古注172ヨサソウジャ
173ビョウキヤロカ174アメヤェナ多，アメヤゲナ誘175タカイェナ176オッタソウナ多，オツタェナ
誘，オツタゲナ誘177フヅサンミタイや

疑問・反語表現186イクヵイヵンヵ187ダレンィクヵ188ナンジャ189ダレカカ0190ドコカニ
191イツカ192エエノカナー193タ・レカ・ヤルモンカ多，ダレカ。ヤルケェー誘
194ヤランコタァネエゾ多，オレヤツテヤルサ注195クルカー

授受表現206モラッタ207クレンヶエ208ヤッタ20gヤッタヵ多，クレタヶエ誘
あいさつ表現241シンハ。イシテマツテスマンノウ

559768

岐阜県郡上郡八幡町吉野千虎

命令・禁止・義務表現147オキョヨ148オキンヵエ149チィトァヶテクレヨ150ハヨァケヨ
151イツテアカン，イツテアカンゾヨ152イクナヨ153イツテワアカン多，×イツテワアカンゾヨ多，

×ダチャカン少154イカンナラン

強調・詠嘆表現155ツイテコカ156オレカ。イコカ157キレイナハナヤ

342一

意思・勧誘・希望表現158イコトオモツトル159イクマイ160イコカヤ161イキタイナー
162イキトーテカナワン

163イキトー・ナイ

164イ・リテモライタイ

推量・様態・伝聞表現165イクヤロー166イカンや不一167イクンヤロー168イツタヤロー
169イ・汐ノヤロー，イッタズラ誘，イッタヤロー誘多170タブンアメヤロウ，×タプンアメヤロウナ
171ブリソウヤ，×プリソウヤナア

172ヨサソウナナー

173ビョウキラシイ，ビョウキラシイナー

174アメヤソウナ，×アメヤソウナナー175タカイソウヤ

176オッタソウヤ

177フシ9サンノヨウナ，

フシ9サンノヨウナナー

疑問・反語表現186イクヵイヵンカ187ダレカ。イクカ188ナンヤエ189ダレカカ。190ドツカニ
191イツカ

192エェカナー

193タ9レカ。ヤルモンカ

194ヤレンコトカ。アルモノカ，

ヤランコトカ・アルモノ口叩少195クルンカナー

授受表現206モラツタ207クレヨ208ヤッタ多，クレタ誘少，クレテヤツタ誘少209ヤツタカイ
あいさつ表現241エライコリヤスマンネー注，キノト

559895

クシマスナー注

岐阜県益田郡金山町白山町

命令・禁止・義務表現147ハヨォキンヵヤ148モゥォキンヵ149マト

アヶテクレンヵ

150ハヨマト◎アケテクレンカ注151×アカンヨ152イクナ，イクナヨ153イクナ，×イクナヨ，
イッテワアカン，イッテワイカン

154イカンナラン

強調・詠嘆表現155イク156オレカ・イクヨ157アノハナキレイジャナイカ
意思・勧誘・希望表現158イコゥトオモットル159イキタクナイ160イカンカヤ161イキタイナア
162イキタクテタマラン多，イキトテタマラン少163イキトーナイ164イツテモライタイ

推量・様態・伝聞表現165イクダロゥ166イヵナィダロゥ167イクンヤロー168イッタンヤロー
169イッタヤロー170タイカ9イアメヤラー
174アメヤケ。ナ

175タカイケ。ナ

171ブリソウタ9

176イタケ。ナ

疑問・反語表現186イクカイカンカ187タ

172ヨサソウヤ173ビョウキラシイ

177フジサンノヨウタ

励。イクカ188ナンジャ189ダレカ190ト

コニ

191イツカ192イインジャナイカナー多，エェカナー誘193ダレンヤ，匠ンカ194ヤランコトアルモンカ
195クルンダッテ注，クルンヤッテ注

授受表現206モラッタ207クレン下剃，クレナイカ注208クレタ209ヤッタカ注，クレタ州崎
あいさつ表現241ケッコウナモノオアリカ。トウコ

560299

サ

イマス，タビタビト

ウモオソレイリマス

新潟県上越市中央3丁目

命令・禁止・義務表現147hajak駆・kinaeka，m・：。kinaeka
148hajak田ok i＾jagaraOka注，ok i＾jagare誘14g madoaketek町eja
150

hajaku竃ake＾jagare

153

itt∫aikendo

154

151

（sott∫i）iku竃naja

156・rjaek四nda注157

a：anosakuIrariPPadana：、
り

168

ittandaro：

174amedatene

ekaN，ekando

ikitakultetamaraN

推量・様態・伝聞表現165ik岨ar・：注166
172i・」。・d・173

16g

a：arjariPPadana：、，

a：anohanariPPadana：、

意思・勧誘・希望表現158eko：tomotter田15g
162

iki＾jaganna

ikaと［karanaraN

強調・詠嘆表現155ekk。tene

161ikita＾ena

152

ettandaro：

163

ikitak田nae

ikandar・：167
170

160

ikjai：neka注
164

ittemo「aitae

ek田ndar・：

kittoamedaro：

171φu鳳riso：da

b」・・ki・。j。・d・，k・dzegerad・at・maet・i誘注

175

takaetene

疑問・反語表現186ekkaekaOka

187

176

etandatene

darjaekka
一343一

188

177φu厘d3isammitaeda

nanda

189

daeka

190 dokkani lgl etsuaka lg2 e:nokana lg3 dareAaSiruamopka?Ell,

dareAajaru:monka21 lg4 jaraokotOAaaruimonka lgs kuarurndatte
gEptlltiEXfi 2o6 moratta 2o7 kurreja 2os kuireta 2og jattaka

.
El5VS" )iSiEII 241 do:mogotfiso:samadegodzaimasui,do:mogote:ne:ni
560428 ptXX>(UilllaszJNN[ilTwwffIT
tfb4}'¥JE･2EiiSl51 147 hajakuokireja 14s okire,hajaokireth

149 sonotoaketekureja lso to:aketekureteJu:teruganpi
‑‑
lsl ittSadamedajo21 ls2 igunatel,9illl,ittfadame}l! ls3 ittfadameda,
ittSanaraNieg?Ell ls4 ekankejanaraNIII,ekankerjanaraN?ll
whde'ax4firefil 155 ikukottso: ls6 oredakote:,oredakottso:,oregaekugandate

st 157 anohanakire:rana:,akoesaettasakuranokire:nakotottaraigat
kHai"･2EtaIS･itgilgSl lss iko:toomo:,iko:toomotteru$ lsg ekumonkalll

160 eko:te: 161 ekite:na:,egite:na:Rli?li 162 egitakutedo:So:mone:

163 egitakune:,×egitakune:na: 164 ettemore:terna:

g#S'iSij9S..fikPtfiilan 16s ekuro:,eguro:st 166 ekanro: 167 ekundaro:,
ekugandaro:st{l>tr 16s ettaro: 16g ettandaro: 17o kittoarned*anekae',
kittoameraro: 171 diurugera{l;,,diurisogedast 172 i:jo:ra,i:jo:da,
i:gedast y3 bjo:kigeraeja:tll 174 amedageda,amegedai9S{}F

175 takaethu:ra 176 itagandadiu'cfa 177 diud3isaNmite:da
eema'5iiniSSISI ls6 egukaegaoka ls7 daregaeguanka,daregaegugaoka{}
lss nandeja lsg dareka,darekaga{l> lgo dokkaJii lgl maeJii
192 i:ndaro:ka,i:gankana:gst lg3 daregajarumonka
194 jarankotowane:ro:,jarantekotowane:st,jarantekotogaarumonka,
kittojaru?l,zettaejarulll lgs kurugandattefa2iE,kurugandato{l>S,

kurugandaja{gF
fiEpt!eiltEII 2o6 moro:ta 2o7 kureja 2os kureta{}>,jattast 2og kuretakaZll,

jattaka21
toVSDil21fi 241 gottsosandegozaNsu,etsumomo:Sakene:no:
560557 ptesMgtig,,asaste2Nerftlitts2pt
tfa4).ZtlXkt .2asfiZ]fi 147 ha:okitarana3idai,ha:okitarado:dai,oktrejja{I}

148 hajakuokire:211 14g aketekureja lso do:titeakenegandajaakerejja
hajaku lsl ittfanaraNzo2}>,igane:ho:gai:zo ls2 igunaijja{e,,

.
itttanarane 153 lttta:naranaizo ls4 igaljkebanaranaizo,
igambanaranaizo{i,
wtse.sklg(Iiptl;l lss igu,igukotejaT,igukottso:l ls6 oregaigu,
oregaigukoteja,oregaigukottso: ls7 anohanakire:dano:
kfi･blJftiE･ntgil2Sl lss igo:toomotteru lsg igane 16o igojjatlll,iganketl!2

161 igiteno: 162 igitakutetamarane,igitakutetamaraN{i, 163 igitakune
164 ittemoralte
ma'iftl2fiS'tikesiltSl 16s igudaro:S,iguro: 166 iganedaro:Zl!,iganero:,
igandaro:21i 167 igugandaro: 16s ittadaro:,ittaro:fS 16g ittanodaro:
‑ 344

少共，ittagandar。：注，ittar・：注170

tabuNamedar・：，taite：amedar・：多

171φu・i・。・d・共，φu・i・。9・d・誘多172j・・a…d・注×i・d・…

173bj。：kidaro：ka

take：teja下176

174

amedas。：da共，amedateja下175

take：s・：da共，

itaso：da共，itateja下177φu3isann。jo：da，

φu3isammiteda多

疑問・反語表現186igujaraigaNjara
18g

darekaga

190

d・kkae

i：dar。kana多193

187

191

daregajaruja

daregaiguka

itsuka多，me：ni

194

188

192

nanika，nande多

i：r。kana注，

jaraηk・t。naOkaaruke

195

kurut。多，

kuruganto

授受表現206moratta

207

kuru

208

kureta注，jatta注209

jatta注，kureta注

あいさつ表現241arigato：90zaimasu
560881

福島県南会津郡伊南村青柳

命令・禁止・義務表現147ホーラマダが・ソコーヵ。オグレルゾ
149マト9オアゲテクレネーが
151エク9ナヨ

152エク9ナヨ

キカネーノがサッサト

153エ・リテワェケ9ネーゾ

154エカ。ネーナンネー

強調・詠嘆表現155イク。サ156オレヵ。イク
意思・勧誘・希望表現158イク。へ
160イク。へ

一テ

ネーカ

163イキ。タ9ク9ネー

推量・騰・f云聞表現

165

一ト

ンダ

164イッテモレーテ

157アノハナキレーダナー

一ナー

162イキ9タ92テイキ

タ

2テショーカ◎ネー

一

へ9一ドオモーカ。ナー

イがナが＿へ9＿誘167イグダーへ

166イカ

ネート9オモウナー，

一168イツタダロニ，イツタダーへ9一誘多，

イツタタ・へ・一169イッタデアンメーカ多，イツタダーへ。一誘170アメダーへ
171プリソータ

172ヨサソータ9

176エタ9ソータ9

177フジサンノヨータ9注，フシ◎サンミ壮心ータ◎誘多

173ビョ日置ラシー

174アメタ9ト

疑問・反語表現186イク・がエがネーカ・187ダレがイグが
190

ト9コ9カΦ二

191イス9カ

194ヤンネーコ9ト9アルモンカ

アゲロ誘

オモッテル159イク。メー，エカ。ネー

161イキ。テ

×イク

148コラマダオギネーノが

150ドーシテユーゴト

192エーノカ9ナー

193タ

一

175タケ

188ナンダ

一ッチューソ9

189ダレが

レカ。ヤルモンカ

195クンタ9・リテ

授受表現206モラツタ207ケロ208クレタ，ヤッタ多古209ヤッタが少，クレタが少注，ケダが多
あいさつ表現241ゴッツォーサマ

560954

福島県南会津郡下郷町大字豊成同門原

命令・禁止・義務表現14709ir。jo考148・9ir。tteettaraogir。149
madooagetekero

150

agerotteettaraage「0

152egunatteettaraeguna
ettewadameda

154

151

mad。oager・」。，

eguna

153×ettewaegenae注，ettewawari：，

egaNnaNne：

強調・詠嘆表現155egu注156・reOaeguda

157

anohanakire：dana注1，

anohanakire：dakoto注2
意思・勧誘・希望表現158egubetoomotteru

15g

egume：160

161egidena：

16299itakute∫o：ne

163

egidakune：

164

eNbe漉a：
ettemo「ε：te：

推量・様態・伝聞表現165egube：166 eganebe：167 eguNdabe：168 ettadabe：
16g ettaNdabe：170 tabuNamedabe：171φuris・：da共172 josas。：da共
173bj・：kira∫i：174

amedas。：da共175

一345一

tage：s。：da

176

etattado

177 diUd3isaNmite:da
eema.iSiiE7121;l ls6 eNkaegane:ka ls7 darenagguka lss naNda lsg

dareka21!

190 dokkani lgl etsudaka lg2 e:bekana lg3 darenajakka
194 jaNne:kotoakka lgs kuNdatte
tlEpt?t21tlfl 2o6 moratta#. 2o7 kero 2os keta{l},kureta,kuttSa 2og

ketaka{I},

kuttfaka
36UNtSOM 241 taeheNdanamokoNnanifitemoratte
561195 vaosva)itJIeUllfi*#JajIlil4NtPJIiSRili

tfb̀?;'#al ･geiiS2SISI 147 okiroja 14s hajaokiro 14g aketekure

150 hajaakeroja$ lsl ikarenganzo ls2 igunatoju:anpiwakarangaka
153 igarenganzo ls4 ikankjanaranainda
desc'dr4%Xlfl ls5 igudokodanaiZll ls6 oregaigunda ls7 anohanakireidana:
kZ'blftiS.re!tillifl lss ikitaitoomottoru lsg ikukianai 16o ikumaika
161 ikitaina: 162 do:demoikitai 163 ikitanai 164 ittemoraitai
?EEil･tsIFS,･tXeailiM 16s ikudaro: 166 ikandaro: 167 iguwandaro:
168 ittandaro: 16g ittandaro: 17o tabun amedaro: 171 rburiso:da
172 josaso:da 173 bjo:kirafii 174 amedattJanda 17s takaittfianda
176 Ottattanda 177 diu3isannojo:da,thu3isanmitaida{e
leeiildi'!filiStlifi! ls6 ikujaraikan jara ls7 daregaikujara lss nandai

189 dareka21E lgo dokkapi lgl itsuka lg2 i:nkana: lg3 darjajarumonka
lg4 jarankotoAaarumonka lgs kurudatte
}tlilpt2iElfl 2o6 moratta 2o7 kure,kunnaijaL 2os kureta 2og kuretaka
asVS")ilZSI 241 arigato:gozaimasu
561262 MvaRffgS{twhnSfiElllwr)kSIP?fijre4NPltN

fftr4t.Z;tRiE.XizzgSl 147 okinaikane,okinaitll,xgohandajo 14s oklro,

hajakuokiroosokunaruzo,hajakuokiroosokunaru,
hajakuokirooso:naruzoas 14g madooaketekure: lso madooakero,
madooakerohajo:,madooakeroja,hahakuakenaika lsl ikuna 152 ikuna
?l,ittJadameda?Eli ls3 ittewaikenzotli ls4 ikankerjanaraNXIi,
ikanakjanaraN?ili,ikannaraNt}i
tsss ' blIISelasl lss ikujotll 1 ,jukujoXli 1 ,ikusa$ll 1 ,ikuttsa{!>en 2

ls6 orepajukujoZli,orja:jukujotll,orja:ikundass{l>,orja:ikusa
ls7 anohanawarippadana:lll,anohanawakire:dana:Ili
kE.E,i.gthkl}.ittst211Sl lss iko:toomottoruZl!,iko:toomo:toruXll lsg ikantoko:,

ikapnaJiifitoko:,ikumaist 16o ikankane,iko:jo, iko'maikane
'
iko'maika 161 ikitaina: 162 ikitatenaraN 163 ikitakunai#.,
ikitanai
164 ittemoraitaine
?ffIS'tsafIS,'fiknv21iSl 16s ikudaro:fftli,ikuro:EISilf}li 166 ikanro:,ikandaro:

Z>2tll 167 ikundaro: 16s ittaro:{},,ittadaro: 16g ittandaro:,

ittanadanaika 17o tabuNamedaro:lkff,taite:amedaro:me,
o:kataamedaro:ieftIi 171 diuriso:da 172 josaso:data1,josaljeda{!>EEtll

‑ 346 ‑

173 bjo:kidanaikaSira,bjo:kiraSi:ii!i,bjo:kinojo:da'EIf,bjo:kinodiu:da

RiEiS 174 amedaso:da,amedatoinailfll>st1,amedatoineLitf6bme2
17stakaiso:da,takaitoinaiili{bnt,takaitoineitfl!>wtff 176ottaso:da,
ottatoju:kotoda,ottatoju:hanafida,ottateinatli,ottatoine21i
177 diud3isannojo:da,thud3isammitaida,diud3isaNsokkurida
eema･!SZIiklgEfi ls6 ikukaikapka ls7 dareoaikujara,dare"aikuka lss nanda
lsg darekaua,dareka{e lgo dokkapi,dokkane lgl itsuka lg2 i:nkana:,
i:ljakana:fatll,i:nokana:pt lg3 darenajarumonka
194 jarankotaarumonka lgs kurundatte,kurutte{i,
Ig21pt:tiliifl 2o6 moratata! 2o7 kure'ta!1,kunnai‑f Xli2 2os kuretafata!,jattaptl}!

209 kuretaka,jattaka
toVS')iltSt 241 gotSiso:sandesu,gottiso:sanderita,gottsosandesu,
gottsosandetita,arigato:godzaimasu,arigato:godzaimafita,
ro:tinakotodesune:stLl>,oto:tinagottsandesu,
gote:ne:Jlimo:SiwakearimaseN

561327 IYfikRSRX#caSftSwrrtftS4N¥!wr
tSi7k･#Glt･geilj$XER 147 hajakuokinaseja 14s hajakuokinasae

14g sokonomado:aketekunnekane lso madoaketekurettenosa lsl ikuna
152 ilsunalll ls3 ittSa'dameda ls4 ikankutta'naranai

wtsu.bl4S2Sl lss ikusa,ikuiku2,ikude$,ikudene‑lt ls6 oregaikunosa,
oregaikundade: ls7 anohanarippadane:fatl!,anohanautsukuSi:ne:#.$li,
anohanakire:da?l
kki･glbkE.njgiSgliEi! lss tko:toomotteru lsg ikumai{l>,ikangaJ)iSo:S211,

igane:921i2,ikane:9,ikaN9,ikannoJiito:{iF 16o iko:sa 161 ikite:na:
162 ikitakutedo:to:monai 163 lkitakunai 164 ittemoraitai
IES.iSSZ5.fikeeiSg81 16s ikudaro:{},ikuro:Ll>st 166 ikandaro: 167 ikundaro:
16s ittadaro:,ittaro: 16g ittanodaro:LJ>,ittandaro:stll>,ittagadaro:
tw 17o o:kataamedaro: 171 diuriso:da,thurugedai,9fril l!>,￠uriso:geda{!>ili

172 josaso:da,josaso'geda 173 bjokigeda 174 amedaso:daff,
amedategadatli 17s takaitegada,takaiso:da2ii 176 itategadaik,itaso:da

me 177 ￠ud3isannojo:da,diud3isaNmite:da
eema.NEkSXEgl ls6 ikukaikanka ls7 daregaekunoka,daregaekukast,dareeguka
st 188 nanda lsg dareka,darekaga lgo dokkapi lgl itsuka
lg2 i:gakana:9,i:nokana:$ lg3 darja:jarumopka
lg4 jarantekota:arumonkall!,line:tekota:arumooka211 lgs kurundatte

tl!1,kurugadatte21!1,kurugadatost2,kurundatoat2
Ieet2/iSXSI 2o6 moratta 2o7 kure,kureja,kunnaika 2os jatta,kunta

209 jattaka,kuntaka
loUS')th 241 gottsosandesu,arigato:godzaimasu
561496 wtusfltpdemaasvaMeq:PilrJew
fi7ti)･¥IL･XX$iSl 147 okitfado:da 14s okiroso 14g akero lso akeretebatl!
‑ 347 ‑

151 ittfanendazo ls2 igunate ls3 iguna ls4 iganennE:suke
wtsc'st4SljXfi 155 iguzo 156 oregaiguzo ls7 anohanakireidana:
kk.EbkiS.ptii:EVeireSl lss iko:toomotteru lsg iganenfo 16o iganeka
161 igitaina: 162 igitakutetamaranaina: 163 igitakuneo
164 ittemoraitena:
?ES't5Rfi",･fikma21Xlijl 16s igube: 166 ikanaibe 167 ikund3aneka 16s ittabe:

169 ittand3anekana: 17o tabun amedaro: 171 ×￠uttekiso:gedana
172 Xi:na:,i:gedaEISZ> 173 guwaigawarugedana: 174 amenodiu:da
175 take:diu:da 176 itaso:da 177 thu3isanmitaida
eema.iSZftEiltEl ls6 igujaraiganejara ls7 da:gaigujara lss nanda lsg daruka
190 dokkarii lgl itsuka lg2 i:nokana lg3 dagajarumonka
194 jaranaikotogaarumonka lgs kuruto
EiptllleiStlll 2o6 moratta 2o7 kureoi 2os jatta 2og jattaka
il8VilS')ljlilifti 241 do:moarigato:gozaimasu

56152O bltawt+HEEPtifta*nffO'
fitilr'#th'iiiilSiSVill 147 oiokirejo 14s ×gakko:okureruzoig,okirog,okireta!

149 aketejo lso XnapiguzoguzuSiterunda,hajakuakere lsl ikuna
152 damedajo,ittfadameas ls3 Xdamedajo ls4 iganakerebanaranai,
igankutfanaranai{e
wtsu'dvq%tEII 15s ikujo ls6 oregaikuze ls7 anohanawakireidana:
i:;kg.tm･nktfiSgl;l lss igo:toomotteru lsg iganto:toomo: 16o igo:dze

161 ittekitaina:,igitaina:pt 162 do:iitemoigite:na:,
igitakutedo:Somonetw 163 Xoradamedadzeno:,igitakunai
164 ittemoraitai
IIftij･)Ebll5･fikea?kJfi 16s ikudaro: 166 ikanaidaro: 167 ikunodaro:il#.,

igandaro:st 16s ittadaro: 16g ittandaro: 17o tabuNamedaro
171 diuriso:da 172 Xjokaro:,i:gedatw 173 bijo:kigedatall,
bijo:kimitajo:daat2 174 amedaso:da#.,amegeda 17s Xtakaigeda,
takagedetli 176 itageda 177 thu3isannojo:da,diu3isanmitaidatw
fif/di･iSi/;EiSgEEI ls6 igukaiganka ls7 daregaikuka lss nandai lsg darekaga

190 dokkaJii lgl itsuka lg2 i:jankana: lg3 daregajarumonka
194 do:demoriru lgs kurundatte
waptrefi 206 moratta 207 kure 2os jatta 2og jattaka
i5Vil!SD21IEfi 241 arigato:godzaimasu,gottsosamadano:tl!
561567 ptXfitafumaasi‑",EIEI]T)k7HCDtHIHT
fu41r･ !I:{iltt .Iil$iEiSXIIfil 147 ekanifitaraokiroso'Zli 14s <t･7x>hajakwokiro'21E,

<tvx>hajo'okiro'me 14g mado:aketekuannaeka
150 sakkenakkacaakerottur'ganninadzeakene'hajakurakero,
sakkenakkaraakerotfur'ganninadzeakene'hajo'akero21! lsl eguana'
152 egurnattuaganniegtuna' ls3 eguanatfuaganni(eguana')?Ili

154 eganebanane:
348 ‑

強調・詠嘆表現155ega：1560fegae9頃。
157

上，。fegaiga：注

anohanakife：dana：

意思・勧誘・希望表現158eko：toomottef繊注15g egane ni∫io曹160 igo：so
161egite喩a：162 do：demoegite・na：誘，egitakuteuannε：誘共少
163egitak㎝nεa：注，egitak田ne：na：注164×eganekana：注

推量・様態・伝聞表現165e9斑9adabe：，e9田9ad3ane：ka誘166
eganegadabe・言秀セ主

167

e99adabe：

168

ettagadabe：

eganegad3anae：ka注，
16g

ettagadabe：

170t・b田N・m・dab・・171×φ四tt・k町u」。・注1，×φ四tt・k町un・・注2，
×φ町田d…注1，φu・i・。・d・na・誘多注3172

i」。9・d・

173d・kkawafigad3ane：ka，d。kkawafugeda注174 amegedaj・注，
ameda軸：da誘175×takageda注，take：側：da誘注176 eta側：dajo注1，
etageda識主2

177φ1期d3imite−jo：da

疑問・反語表現186ekkaekaneka誘187
190dokke：

191

dafegaja99ada言西砂
195

dafegaekka誘188

etsulka，mε：ni誘

194

192

nanda：．189

i：dafona：

193

da》feka

dafegajafulgadafo：，

jafebanandemojafefw，jafan＄nantekota冒nε：be冒

kuIfU｛gakagoe

授受表】i見

206mofatta

207

kunnε：ka

208

k覧ufeta

209

kロlfetaka

あいさつ表現241e：9annomofatte・mo：∫akenε：nae

561785

福島県南会津郡桧枝岐村字下ノ原

命令・禁止・義務表現147オキロヨ148オキロ149日置・オアケタホーがイェーデネーカ注
150ハヤクアケロ

151

（ソッチサ）イク

ナ，（ソッチイェ）イク9ナ

153イグナ，イツテナンネー誘154イがナケレハ

強調・詠嘆表現155イグ156オレがイク

152イク◎ナトイッタライク9ナ

ナンネー

ダ，ワーがイグダ157ミゴトナ1、ナダナー

意思・勧誘・希望表現158イグへ・一ドォモッテノレ15gイグメー160イク。へ
161イキ

テーナー

162イキ

タグ・リテナンネー

推量・様態・伝聞表現165イグダーへ

一166イヵ

イク9ノダーベー群群168イッタダーへ

163イキ9タクネー

ナが一へ

一ヤ

164イッテイェーテー

一167イグダーへ

一169イッタダーへ

一，

一170アメダーへ

一

171ブリソータ9ナー172ヨサソータ㍉×イェデネーカ注173ビョ・一キデネーカ，ビョーキラシー誘
174アメフータ

175タカソータ9

176イタッタト

疑問・反語表現186イグがユがネーカ

177フジサンノヨータ

187ダレがイグがン188ナンタ

190ト9コカニ191イツダッタがナ，イツカ，イツダッタカ192イェーテ

ヤ189ダレカ

ネーがナ注，イェーノカナ

注193タ・レがヤルカ194カナラズヤ，レナー，ヤラネーコトアルモンカ195ク，レダト

授受表現206イェータ注207クーロ208クレタ209クレタカ
あいさつ表現241カタシ9ケノーゴ．ザイマス

561848 福島県南会津那田島町大字滝ノ原字井戸上
命令・禁止・義務表現147haja騨叱ir。jo 1489。kkod。o専iro注14g砥er・多，
鴫erumonda

15090kkodoa与ero注151均田najo

153ittedamedadzo

154

152

iO田na

i聖annanne：

強調・詠嘆表現155均朗01560r明aiO四da 157 anohanawaki「e：dana：
意思・勧誘・希望表現158imbe専。。m・dde悶15g iηume：160 imbe，i馴be
161

iηide：na：

162

iXjitagu墓te∫o：夏〕ane：

一349

163

iXli亀agulne：

164

ittemoraide：

?ffIS'tsllf9S,･{ikma212St 16s imbe: 166 ioane:be 167 inrudabe: 16s ittabe'

169 ittadabe: 17o amedabe: 171 dituriso:da 172 Xi:dene:ga,
Xi:lsasZnne: 173 bjo:lsirafiZ: 174 amedattfva:dana:
175 talsetttui:hanasldana: 176 igattrur:dana: 177 diuEdzlsanmite:da

esne'5i:N 186iklsaipane:igals7dareikigalssnandalsgdarelja
190 doktsani lgl idzutlsa lg2 i:dabegana: lg3 daremojaruamonlsa

194 jannamme: lgs kurndattena:
EEptecll21tSl 2o6 moratta 2o7 kero 2os keda 2og kedalsa
ll6VllS')iSXfi 241 gottsosama

s62o22 SLI‑IR‑FptJIltwAHIE]gllger
di4}'¥th'Xiffiijl 147 okkijareja 14s okkisepka 14g aketekuareSa
150 akeSemaN 151 lkafinaja ls2 ikaSinaja ls3 itteadamejadzo

154 ikappanaraooaja
whsu'su4gelj!Xfi 155 ikurttta ls6 ora:ikurnaja ls7 nantiua:mijoihanaja

kE,Hm･gthR9}･n!t2SZ51 lss iko:toomo:totuanaja lsg ikandzo 16o ikafJenka

161 ikitaina: 162 ikitatedo:monaraN 163 ikitanai
164 ittemoraitaioajattfa
ma')Saf3S,'tiknvivail 16s ikuaoajaro: 166 ikaogajaro: 167 ikuauajaro:

168 ittanajarone 16g ittaoajarone 17o tabulNamejarobai
171 diureiso:jane 172 josaso:jane 173 bjo:kicatiinewt,
kainawaruiijojaneiik 174 amejaso:na 17s takaittuanajane:
176 ottaso:na 177 diurd3isannojo:jane:
eema･NffSiSl ls6 ikurkaikanka ls7 darjaikurnajata lss nanke lsg dareka
190 kokkaJii 191 itsdika lg2 i:nakana: lg3 darjastueuamopke,
daejajaruamonke lg4 jaeaokotoanakaro:oe lgs kurtuanajatte
teept!eikJiSl 2o6 morota 2o7 kuieemaN 2os jattadzo 2og jattake:
toUS' )ile$l 241 gottso:samaXli

562219 ptuswtmpif#5t#3PvaK*Et=Asc7kiJNImarfi

fftr̀2r'#th･XigEreiE 147 okiro 14s ×d3ikanpiokurerudo:tl!,okiro:okiro:
149 akero lso akeroakero lsl iguna ls2 itttaikendoZli,igunaas

153 ittewaikendo,ittfaikendotw ls4 igankerjanaraN
eesc'dv4S ESV$t 155 igujo ls6 orenaigu ls7 anohanawakire:dana:
keq'EbliiS.nStilSil lss ikutoomotteiru lsg iganaijo,igumaiZll 16o iko:sa

161 ikitaina: 162 ikitakutetamaraN 163 ikitakunai
164 ittemoraitaina:
nc.i{geg.fikeeiSglfl 16s igudaro:na:,igundaro:na:at 166 ikanaidaro:na:#.,
igandaro:na: 167 igunodaro:#.,igundaro:ilS{l}, 16s ittadaro:il#.,

ittandaro:pt 16g ittanodaro:#.,ittandaro::
17o tabuNamedaro:na: 171 diuriso:da 172 josaso:da,×i:doZll
173 bjo:kiratii 174 amedaso:da 17s takaiso:da 176 itaso:da

177 thu3isannojo:da,￠u3isammitedatw
‑ 350

eema.NiiStlfi 186 ikukaigaoka ls7 daregaiguka lss nanda lsg dareka
lgo dokokapi lgl itsuka lg2 i:nokana lg3 da:jaru lg4 jarujo,
kanarazujarujo lgs kurundatte
EEecti2iSil$1 2o6 moratta 2o7 kure 2os jatta{},kureta 2og jattaka

asUS')iltEII 241 arigato:{evi,gottiso:sandeN

562394 jewMsumuwr
ffi7iib･ptth.eeiil}XfiI 147 ogiroja 14s nazeogine:g,ogirosc

149 madoaketekureja lso dzukunaSidananazehajakuakene
151 (sottfinoho:e)igu3ane:zo ls2 sottJi'Lttfa'Lkenetteba
153 LttSa:Lkeneze:tr 154 Lkand3aLkene:
whsc.axny%81 155 Lkude: ls6 oreljaLkunosa,orenaLkuNsa
157 anohananokire:dakoto
kig.kbYg.njgiSgfi lss Lkazukatomotteru21 lsg Lkume: 16o Lkazutr
161 Lkitena: 162 Lkitekutefo:ne: 163 tkitakune:,Lkitekune:S
164 Lttemuraite:
lffISI･ew.e,.likasljSiEl 16s Lgudarazu 166 Lkanedarazu 167 tkundarazu

168 Lttandarazu 16g Lttandarazu 17o tabuNamedarazu 171 thuriso:dast
172 josaso:da 173 bjo:ki3a:ne:ka,ambe:wari:rafi:as 174 amedattewa
175 takatttesa,take:ttesa 176 Ltattesa 177 diu3isammltaida,
￠u3isammite:daiili
;eiful.NdeSfEfi ls6 ikujaraLkanejara,ikkatkanekafa ls7 darenaLkujara,
darenaLkkaut lss nanda lsg dareka lgo dokkapi lgl Ltsuka

192 L:pkana 193 darenajarumooka,darejarazuut
lg4 jarane:kotopaarumonka,jarane:nantekota:arijasukaLnt
195 kuruokat,kurundatteJ$
tagpttilZSI 2o6 muratta 2o7 kureja,kunro 2os jatta,kuretastas 2og kuretaka
asVS' )iliSl 241 gotSiso:dejafitata!,gottsode:jaritaZl!
s624s4 EIIEilvaFzi(pErdISeeN)ic#e4fiUIPIiltw

in4)'#Uk'iEiBliSgGl 147 ×onna:marameasamene:ka=tr,

onna:he'otSitarado:daja,×onna:marameaakane:kata1
14s he:onna:ottireXli,he:onna:otSiro21i 14g ona:sonomaro:akeretakaja
tal,sonomaro:aketekunne:ka= lso ona:na'Sitereandahajakoakere
151 (sottSinohoe)egona,(sottfinohose)'egunast ls2 settte'egona,
sottJise'egonast ls3 ettta:damerarotli ls4 eganakeananne:,
eganek6ananne:ss,eganekebananne:Ygilf
desc.bl4SkXSI lss egotsumoredeeroanda,egodo ls6 oragaegoanda
157 anohana:ttire:dakoto,anohana:tSire:dana:
jl;kM.tm.ntgil2M lss ego'tomottero,ego:zutomotteront lsg egane'fa,
egome'es 160 egoso',ego:zuiilf 161 egetena',egitena',e3itena'
162 egetakodedo'fo'mone',egetekodeSo:gane'211 163 egetakone',
egetekone'tl! 164 ettemore'te'
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?Ikij'ilR!7sc.fikmailiEgZ 16s egobe'tl!,egodaro:zui"i9Silital 166 eganendane'ka,

eganebeS,eganedaro:zuE"9Sik 167 egoandabe,egoandaro:zust 16s ettabe

'

ekkebeYSititl! 16g ettandabe,ettandane'ka,ekkebeiptlilil

17o te:geamedane'ka,te:geamedabe$,te:geamedaro:zu:ilfSE
171 ×diuttettiso:daiili,diuresogedast,diurogedast 172 e'geda,ekkegeda
lii!veIIiitai 173 ge:tfidanenkaJZIi1,ambe'waregeda,ge:tjigeda$,

ambe'wareraSi:at2 174 amedattso',amedatendast 17s takettso:,
ta:kettso:,taketendast,ta:ketenda$ 176 etandattso:Xll,erokkettso:

ut,erokketendaat 177 ￠u3inojamasokkurada,diu3inojamamete'da$
ftifdi･!SZEEiRJfi ls6 egokaeganeka ls7 dagaegoka lss nandaja?Ell lsg dakka

lgo dokkane lgl etsuka lg2 eandabekana,eankanast,ekkeaokanai9stitr
193 dagajaromonka,dagajaro:zuka;rtifEili lg4 jarane'kotonapkaaromonka,

jarane'kotonapkaaro:zuka$ lgs koroandato
eepttilem 2o6

moratta
kunreja kureso',kunrojaat
,xmoro'tta'EIit?tE207
,

208 kureta ,jattailf 2og jattaka,kuretakaft,9E)M
6v8･)iSliEII 241 gottsosaN gottsosandejasu

'

562561 pttaMrkfawaasbiXwrj<P='ec
150 akero

tth<lr.tilltEtl ･5iES2ifl 147 okinasai 14s okiro 14g akenasai

151 ikunajo ls2 ittSanannaizo:tal,iguna ls3 iguna
154 iganakerjanaranai

itttanannaizost
'

desu'drt(9Erefi lss igujo ls6 oregaigu ls7 kireidana:, anohanawarippadana:

anohanawakire:dana:{Ie
kX･Ebkie･ngiS2Sl lss tgo:toomotteru lsg iganai 160 igo:d3anaika
161 ikitaina: 162 ikitakutetamaranai 163 ikitakunaina:
164 ittemoraitai
reSg･ew.g.･fikmaiSZSI 16s igudaro:na: 166 iganaind3anaikana:
167 igundaro:na: 16s ittagadappena: 169 ittagadaro:na:
diuriso:dana:Zll
170 amedaro:na: 171 ×thuriso:3anaikana,
172 isaso:dana: 173 bjo:kid3anaikana: 174 amedaso:dana:
17s takaiso:dana: 176 itaso:dana: 177 diu3isannojo:dana:
'
thu3isammitaidana:st,diu3isanniniteiru2,diu3isantosokkurida
eefldi'MinifiSg$lu ls6igukaikanaikals7daregaiguka 188 nanda lsg tarekaga
lgo dogokae lgl itsuka lg2 i:kana: lg3 daregajarumoBkana:
194 jannaitoju:bakanakotogaaruka,kanarazujarusa lgs kurukeadana:
{i}>,kurundateaka,kuruteadana:, kurundateadana:
twpt2ESI 2o6 morattajo 2o7 kure 2os kureta 2og jattaka

'

El6U3')iSiSl 241 arigato:gozaimasu{Ii9,gotSiso:saN

562889 di*vafiAasmazawrfgeXza
fatr<).#Jlt.eeX$S$l 147 ×agarcugurnattajo: ,ha:okltemol':jo:, ma:daog1'ne:ka1'
14s rzurmmademonedene:deogXro: 14g madoagedeogore:Ill,

madoagedogore:2tE,madosurkoriagena: 150 madoagenasal,
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madoagedekuare:ll! lsl Xguin3ane:,Iguan3analjo2t1,rttJadameda:Zli2
152 lttSadameda,lguEn3ane:zo ls3 rttJadameda,rgurn3ane:zo
154 i'ganakvttananne:
dess'ax4SeiitlSl lss l'gwbe:,embe: ls6 oreoaembe ls7 aral:hanadana:
kki.ebl9}.‑giSVfi lss embetomotter(M lsg :gane: 16o embejo,Zmbja:
161 rgrdena: 162 rgrdakpattefo:nenda 163 Zgldagane:
164 rttemoraZdena:
?Iltij'ieef7S..fikmaNfi 16s Zguan3ane:gana:,×rgurndambedoomo:nda

166 Zgane:n3ane:nogana:,rganagambe:st 167 L'guan3ane:nogana:,
Zguln3ane:gana: 16s rttan3ane:gana: 16g lttandambe:
17o k;ttoamedambe: 171 thurriso:dana: 172 r:jo:da
173 bjo:gXnojo:dana: 174 amedattJur:nda 17s tagarjo:da,
tagal'ttfru:nda 176 Zdandattrdinda 177 diua31'sannojo:da
eeca･NftSltSl ls6 rnkarganeka ls7 dareljarnka lss nanda: lsg darega,
daregana 190 dogogaJir lgl ltsvka lg2 Z:ndambega:,Z:ndambegana:

193 darenajarja: lg4 jannegodowane:zo:,jannegodowane:na:
195 ktundatte
EIEpt¥tilgSl 2o6 moratta 2o7 kuareja: 2os jatta 2og jattaka

MUS')iWfi 241 do:mosuirmasendet;ta,arrgatogozalmal;ta,war(ugattane:
562911 de*XhiAasfidiwrLltJ:ilER
indil;.aftrgSth.geEliSiSl 147 hajaguoginasai 14s hajaguoginaitod3iganniogureru

jO: 149 agenasai 150 damed3anaikasonnakotodewakomarujo
151 (sottfi)ittSadamejo,(sottfi)itttaigemasen jo
152 sotJiittfadamejo ls3 ittSadamejo,itttaigenaijo
154 iganagerebanaranai
dess'dr4SiSl 155 igimasujo ls6 oregaigundajo ls7 anohanautsukuti:na:,
anohanakire:dana:
kg.EbSE.egiStSl lss iktaitoomotteru,embetoomotteru lsg igane:
160 igube: 161 ikite:na: 162 ikitakuteto:oane:na: 163 ikitakune:na:
164 ×igube:,ittemoraitaina:
ma'wa.tikeeiStEfit 165 igudaro:,igube: 166 iganagambe 167 igundambe
168 ittambe: 169 ittandambe: 17o Xtafikaniamedana:,amedambe:
171 thurise:dana: 172 Xjogambena: 173 bjo:gid3ane:kana:
174 amedattena: 17s tagaisoodana: 176 idaso:dana:
177 diud3isannojoodana:
fiYIdi.!fiiil}ila$l ls6 ikvkaiganega ls7 darenaiguka lss nanda lsg daregana

lgo dogogani,dokkani lgl itsuka lg2 i:nogana: lg3 darepajarumooka
194 jaranaikotonaarumonka lgs kurundatte
}eepttEltSl 206 morattajo: 2o7 kurejo 2os jattajo,kuretajofa 2og jattaka
MVNS')?Silifi 241 arinato:gozaimasu
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563126 enRdtgEijl#K4Vel})IKtfitp4vZ}Pg
EitEili.#/.Llt.eeifiZIfil 147 mo:3ikandajo 14s itsurmadeneteiruida:

149 tfot:osoko:akerojo lso soko:akero lsl (sotJ:ie)ikuana
152 itf:a:ikenai ls3 itS:a:ikenai ls4 ikanakja:nan:e:
whsc'drgSEreIl ls5 iktu ls6 orenaikuanda ls7 kire:nahanadane:,klre:dana:st
kH.i,i･EbRlg･ngilZ]ifl lss ikat:oomot:eirui lsg ikane:L!>,ikuimai{i5 16o iko:,

ikurdaine‑lt,ikimaro: 161 ikite:na: 162 ikitakvatetamaranai.
163 ikitakurne: 164 it:emoraite:
?IEEt･JIacf/S,･fikeaEIZSt 16s iktuzurra:ig 166 ikane:zuara 167 ikuroazuara

168 it:azUlra:fa,its:ulra:$ 16g it:azulra,its:ulra 17o tabuENamezulra:
171 diurriso:da 172 josaso:da 173 bjo:kira:i: 174 amedaso:da

175 takaiso:da 176 itaso:da,itatt:u:hanaSida,itatf:u:
177 diurzisan:ojo:da,diurzisam:itaida
eema･iSiiEiS2Sl ls6 ik:aikane:ka ls7 dareljaik:a lss nanda lsg darekana
190 dok:ani lgl itsuaka lg2 i:nokana,i:nakana lg3 dareoajaruamonka

194 jaranaikotooaaruimonka lgs kuirutndat:e
Ieepteikifi 206 morat:a 2o7 kuire 2os jat:a,kuireta$ 2og jat:aka,kuiretaka
6VS')iEJfi 241 arinato:gozaimasva,oto:tidegozansur‑lt,oso:fidane:
s6317s Jueilva.kzi<N#Krafl,tg!N)lt7rafl,tg7±fi
ffudill'#th'{liiilS21 147 okirojo: 14s okiro: 14g mado:aketekunne:ka,

aketekuro lso hajakuakero lsl (sottfie)ekunajo,xnanasottrieittejo
$?Eli,nanaetto ls2 eku3a:ne:watll ls3 gttfa:gkene:zo

154 ekanakerja:narane:
desu'drngIIiS51R lss gkuwa,ekuzoe ls6 ore:ekudawa

157 anohanawakire:nahanadana:,kire:dana:anohanawa
kki.eni}.egilllfi lss gkattomotteru lsg gkume: 16o ekane:ka,ekazuwa,
ekume:kaS 161 ekite:na: 162 ekitakutetamarane: 163 ekitaka:ne:
164 ettemore:te:
#tig'ww'MeeiEEII 16s eku3a:ne:kass,ekudarazutr 166 ekane:3ane:kae,
ekane:darazu{)L>tr 167 gku3a:ne:kag 16s ettadarazuL!>tr,etta3a:ne:kae
169 etta3a:ne:kae,ettadarazujotll 17o Xo:kataamedawa,
o:kataamedarazujo,o:kataame3ane:kaetal 171 thuriso:da 172 josaso:da
173 bjo:kippe:tll,bjo:kirafi:th 174 amedattsa: 17s take:ttsa:
176 etattSa: 177 diu3isaJIJIirlite:ru,diu3isammite:dast
RIEFdi.!ftliliiSISI ls6 ekukaekane:ka ls7 dare:ekuka lss nandaja: lsg dareka,

Xdarekanaff lgo dokkapi lgl etsuka lg2 e:kana:,e:dakana:
193 darejarumunda,darejarazueta1 1 ,darejarazu21! 2 ,darejarazukast
194 matfilje:nakujaru,jarane:ttekota:arazuka lgs kurudattet,

kuruto:J,kurudato:tst
WiffSl 206 muratta 2o7 kureja:,kunne:ka,kuroja: 2os kureta
209 jattakaja:,kuretakaja:st
zaVS' )th 241 wari:naearinato:go5su,mo:Siwakene:naearinato:goaSita
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563227 esK‑ltzl<PkntKtszaeqmaetstPf xZjg
tfl)41r.;nttt .scizzZSI 147 sorosoroogirojo 14s oiogiro 14g madoagetekureja

150 napi"tendahajakuagero lsl (sottfi:)ettJa:egene,Xnanasananasa
em1,sottfi:ekunajout ls2 sottfietttarekenettebasa,ekunatll
153 Lttfa:egene ls4 Lkanakutfa:narane:,eganekutJa:narane:
wtsu.sklgeliSilfi lss egu ls6 orenaegunda,ore:egunda ls7 anohanakire:dana:
kEtB!"･EtEllE･nSijEIH lss egazutomotteru,egazusomotteruYSililll lsg ekane:,

ggume:st,ekazusaZll 16o egazusaZIi 161 egitena: 162 ekitakuteSo:nane:,
egitekuteto:nane:E9Silf 163 ekitakune:,egitegune:st 164 ettemoraite:
ua･tslf3g.fikmaiSgSl 16s egudarazu 166 eganedarazu 167 egundarazu$

168 ettadarazu 169 ettandarazu 17o o:gataamedarazu ul ￠uriso:da
172 josaso:daZl! 173 bjo:kirati:,ambe:wari:rati: 174 amedaseuta1,
amedatteja 17s tage:seutl! 176 etaseuzoZli 177 diu3isammite:da
eef/S.MEEiftlfi ls6 ekukaekaneka,egugaeganega$ ls7 dareoaeguga,darjaeguga
st 188 nanda lsg darega lgo dokkapi lgl XdokkaZit,etsuka$
192 L:nkana 193 darejarazusa,dareoajarazusa lg4 jaranekota:arazusa

195 kurundatteJ
WiSZIfi 2o6 moratta 2o7 kureroilll,kurejata12 2os kureta 2og kuretaga
toVNSOiSafi 241 ogottsosandegozaNsutll

563342 ewMTZ"(Plj#ISgNJNSSLltf!>#!LLpkR
fu41;･lnft .geiljliSiill 147 sorosorookine:ka 14s okiro 14g madoaketekureja

lso akero,hajakuakero lsl (sottSie)ikuna,xnanaittome
152 sotttiittSa:ikenezo,sottSiikunass ls3 ittra:ikenezo
ls4 ikanakutSa:nanne:,ikand3ananne:EiSilf
wtsu.axnggiltEII lss ikusa ls6 oresa,orepaikuNsatli ls7 anohanakire:dakotolll,

anohanakire:dana:bl
kigN'tm'RgESZilE lss ikazusomotterust,ikattomotterunt,ikutomotteru
9 159 ikane 16o ikaneka 161 ikitena: 162 ikitakuteSo:nane:nda,
ikitekutefo:ljane:ndast 163 ikitakune,ikitakune:ja,ikitekuneZ,
ikitakane,ikitekanest 164 ittemoraete
va.tslflse･fikeaiSan 16s ikudarazutli1,×ikuwaneZIi2 166 ikanedarazu
167 ikundarazuZl! 16s ittadarazu 16g ittandarazu 17o amedarazu,
Xamedana 171 diuriso:da 172 xjokarazuZlil,josaso:daZli2

173 guwewarirati:,ambewariraSi:Z 174 amedaseuwa 17s takeso:da,
takeseuwasc 176 itaseuwa 177 diu3tsammite:da
gaEr/S.!]ieEEStSl ls6 ikukaikaneka ls7 dareoaikkasu,dare'ikka lss nanda

189 dareke lgo dokkapi lgl etsuka lg2 inkana,i'nkana
193 darejarumonka,darejarazust lg4 jaranekota'ne',
jaranekotonaokaarazukast lgs kurutte:=,kurundatte:s
EiEpt!tiSgSl 2o6 moratta 2o7 kureja:,kuroEiSiS 2os kureta 2og kuretaka

asUS')$tEII 241 ariljatogozaNsu,ogettsodegozaNsu,ogottsodegozaNJitant,
mo:fakegozaNfineZl!
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563565 gekwa$UscasMta)F!rXtrrt
tfit4tr･4rkt .eema 147 okinasai 14s okina: 14g aketekure lso akero
151 ittSa:dame 152 ikuna ls3 ittewadamedajo ls4 ikanakkutfa:nanne:
wtss'skgSerefi 155 ioujo ls6 oregaikunda ls7 kire:nahanadana:
M･enIS･reSiffJiEl lss iko:toomottetru lsg inanai 16o ino:jo
161 ipidaina: 162 ikitakutetamanne: 163 initakune: 164 ittemoraite:
#kSl･)BIXIS,.fiima?ESI 16s xdo:seihujo: 166 inane:daro: 167 inundaro:
168 ittandaro: 16g ittandaro: 17o tabun amedaro: 171 huriso:da
172 josaso:da 173 bjo:kidappe 174 amedaso:da 17s take:so:da
=JEt
esjL

176 itandatJua: 177 hujisannojo:da
eema'stiptiSSVfi 186 inunailjane:pa ls7 daregaikuka lss nanda lsg darekaga

190 dokokani lgl itsuka lg2 i:nkana lg3 dareljafirumonoka
194 jarane:kotonaarumonka lgs kurundatoja
lgkptekilXfi 2o6 moratta 2o7 kureja: 2os kureta 2og kuretaka

asVSOilVfi 241 gottso:degansu
563649 gekva*gscasftSnJNIIgftMitwt
ff}rii).#JE･SSSilZ]ill 147 okinasai 14s okiro 14g aketekuijai lso akero
151 iguna 152 ittsadarnedajo ls3 NR ls4 inanakkutsananne:da

whss'axma 155 ieube ls6 oregaikunda ls7 ire:da
kg･eeS.n$21gl$l lss iko:toomotteiru lsg iljane: 16o inubea
161 iottaina: 162 ikitakutetamanne: 163 iljitakune: 164 ittemoraite:
#kgl･tw.ta,･fikmailXEEt 16s inudappe 166 ikanaidaro: 167 ikunodaro:

168 tttadaro 16g ittanodaro: 17o tabun amedappe ln huriso:da
172 Xi:dappe 173 byo:kidappe 174 amedaso:da 17s takaiso:da
176 itaso:da 177 hud3isannoyo:da
eeRdi'5ZipiSIVIEZ ls6 inukainaneka ls7 daregaikuka lss nanda lsg darekaga

190 kokkani lgl itsuka lg2 NR lg3 daregayarumonka
194 yaranaikotogaarumonoka lgs kurudappe
wapti*XSI 206 moratta 2o7 kure 2os yatta 2og yattaka
asV8')ireER 241 arigato:

563867 )El6*Xt̀>ili‑iEf4NA5TE
.
de4t.#Jlt.XIBESI 147 ha:ogina: 14s xhored3ikannaosogunaruzo:,ogiro:
14g sogonomadoagedekunne:ga: lso hajaguagena: lsl igund3anaijo
152 igund3ane: ls3 ittewaigenaijo,igund3anaijo
154 iganakutSananne:nda
wass'su4%iSl 155 igujo ls6 orenaigunda ls7 a:anohanawakire:dana:,

kire:nahanadana:
kki.tm.ntSiSZffl lss inunda,imbetoomottenda lsg iljane: 16o ipane:ga:,
ittekube:,igubja: 161 iljite:na: 162 initakutteSa:ne:nda
163 ikitagane:,×inanai 164 ittemoraide:,×ittekureja:,
× ittekuroja:L, × ittekunne:gana:

‑ 356 ‑

i(ftij'ewse'ti:FifiiSgfi 16s ipund3ane:gana:,ipube:,ioundambe:

166 igane:daro:,iganagambe: 167 inundarnbe: 16s ittambe:,
ittekitambe: 16g ittandaro:,ittandambe: 17o Xamedambega:
171 ×diuttekiso:dana:,euriso:dana: 172 ×i:na:,×i:nd3ane:ga:,
josaso:dawt 173 bjo:giraJi:,bjo:gid3ane:ga: 174 amedato
175 tagaiso:da 176 idaso:da 177 thud3isannojo:da
eema.Nl"ikl2Sl" ls6ittarai:gaiganagerai:gals7darenainka,darepaigunka,
darenaikuka lss nanda: lsg daregaoa lgo dokkapi lgl itsuka
192 i:nkana: lg3 dareOajarumonka: lg4 jaranaikotonaarumonka
195 kurundatte:
}gSpt2iSISI 2o6 moratta 2o7 kuroja 2os jatta,kuredazo: 2og kuredaga
toVN?IS' )iliSt 241 de:moarioato:gozairnasu,suimasenne:

563917 llE*XSti!ffftrNHrr2Te
tfli41tr'#Ltk.iEilj;iSiEl 147 ha:ogrro 14s izuimadenedenda:hajaguiogiro:

149 madooagero: lso hajaguaagerotteba lsl igrz:na: ls2 tgulnatteba
153 itttaigene: ls4 iganakpatfananne:
desu'su4SijSgEII lss igur ls6 orenaigurnda ls7 anohananokire:nagodo
kg.ZEbkiE.iYiSXIiL lss jutgutbe:toomottertu lsg igurme: 16o iguabe:
161 igide:na: 162 igidakwtetamanne: 163 igidagane: 164 Ittemoraide:
lfflij.tsiE!ZS.fikPma 16s iguindambe: 166 igane:ndambe 167 iguandambe:
16s ittandambe: 16g ittandambe: 17o dai3obtuamedambe:tll
171 diuariso:da 172 josaso:da n3 bjo:giraSZ: 174 amedatttua:hanatida
211 ns tagaittrur:hanarida 176 idattfur:hanafZda 177 diva3isannojo:da
raIRdi.5ZitSSZSI ls6 iguagaiganega ls7 dareuaigtuga lss nanda lsg darekaga
190 dogogarli 191 izurga lg2 i:nogana: lg3 darepajarurmonka

194 janne:godooaarurmonkaX lgs kvandatte
}agtE/iSiSl 2o6 moratta 2o7 ktllreja:,xogore:‑E 2os jatta 2og jatta

6UN8oiiESI 241 do:moarinado

564229 ftgEF."ueIi)kSPJdiilEIFPreIU
de4t'¥th.scifiiSl 147 sorosorookine'ka 14s nandoiebawakarundaokine'ka,
okiroat 14g mado:aketekureja lso mado:akerohajakuakero
lsl (sottriwa)ikuna,nanaittol9eZl￡ ls2 sottri'ikunaZli

153 tttraLkenedo,LttSaLkene'do ls4 Lkanakerja:nanne',
tkanakuttananne:,tkand3ananne:tr
assc'dvwa 155 Lkusa 156 orenaLkunda ls7 anohana:kire:dana:
kig･enkiE.it$ikSl lss Lkusomotterulll1,Lkazusomotteru2112 lsg LkumaLL!>,
tkanetomottal 16o tkazu,LkijaSo211 161 tkitena: 162 tkitakuteSo:ne',
tkitekutefo:ne'stLl>211 163 Lkitakune:,tkitakane:,Lkitekune:$
164 tttemoraete'ut
ma'tw.ig,'tikPma 165 Lkudarazu 166 Lkanedaro',Lkanedarazu
167 tkundarazu 168 Lttadaro:,Lttadarazust 16g tttandarazu
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170 tabuNamedarazu 171 diuriso:da 172 josaso:da 173 guwaLwariraSi:Zli

174 amedaseuwa 17s take:so:da,takeseuwa 176 Ltaseuwa
177 diu3isammltatda
RffS･iSZiiSE];l ls6 LkkaLkaneka ls7 darepaLkka,dareLkkatr lss nanda
189 dareka lgo dokkapi lgl etsuka,Ltsuka,Ltsudaka{l}tr lg2 L:nkana
lg3 darejarumonkatal 1 ,darejarumondatr 1 ,da:jaraJii:{I}>?Ell 2 ,

da:jaraNsa:{lell12,da:jarazu{l> lg4 jaranekotone'sajaruJiikimatteru

195 kurundatte=
EEpt!tiiStSl 2o6 moratta 2o7 kureja,kunnaLXIi 2os kureta 2og kuretaka

6UtS')iililit 241 ariljatogozaNsu,arinatogodaNsu,arinatogozaNiita,

ariljatogodaNfita,arioatogowasust,arioatogowafitaff
564475 gekvagiasftSEFzaffrrjlgEFts
fflìi)'tw･XiSift51 147 okiro 14s okiro 14g akeroja lso akero

151 ikund3ane: ls2 ikuna ls3 ittta:ikene: ls4 ikanakja:nanne:
whde'stgiEiff!R 15s ipw: ls6 oregailsu ls7 anohanakire:dana:
iekki.ebkik.it$iSglill lss ikube:toomotteru lsg igume: 16o igube:
161 ikite:na: 162 itsitakutetamarane: 163 ilsitakunei

164 ittemore:te:
ma'iSlf/st.･fikmaillSl 16s ilsudambe: 166 tlsane:dambe 167 ikudanbe:

168 ittambe: 16g ittambe: 17o tabund3o:jaamedambe: 171 diuriso:da
172 josaso:da 173 bjo:kirafi: 174 amedaso:da 17s takaiso:da,
take:so:da 176 itandaso:da 177 diud3isaNnojo:da
eema.ISii"ikilZJfia ls6ikukailsane:kals7daregaikuka:lssnandalsgdarega
190 dokkani lgl itsuka lg2 iinokana lg3 daregatirumonka
194 jarane:kotogaarumonka lgs narundato
waiSgll 2o6 moratta 2o7 kunro,kunnro 2os kureta 2og jattaka
asLNSt)i}ltlifil 241 gottjo:saN

564543 gekMgiasrpzawr)kgetpmu
ff}i<t'#th.XS}ik!fi 147 ha:kuokiroja 14s okiro: 14g to:akero lso ha:kujare
151 ltttadamedajo ls2 ittSadamedo ls3 ikuna ls4 ikanakerebanaranai
tasu'bl4%XlfiL 155 iigua: ls6 oregaikunda ls7 anohananoiikoto
kEtH>s,･Ebklk･nkt2gZSI lss iko:toomotteru lsg ikanai 16o ikube:
161 ilsidaina: 162 ikitakutetamaranai 163 ikitakunai

164 ittemoraite:
#Eit'ew.ta,'fikeeiESI 16s ikudambe:na: 166 ikanakambe:na:

167 Xikudambe:kana: 16s ittambe: 16g ittambekana:
17o Xamedambe:kana: 171 diuriso:da 172 josaso:da 173 bjo:kirafi:
174 amedattfu:te: 17s takaittSu:de 176 ittattSu:jo
177 thud3isaNnojo:da
eema･ttESSZSI ls6 jukukaikanaika ls7 daregaikuka lss nandaja
18g darekaga lgo dokkani lgl itsuka lg2 i:pkana lg3 daregajaruka,
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daregajarumonka lg4 jaranaimonogaarumonoka lgs kurunkaja
IS2pt!tileEEI 2o6 moratta 2o7 kureja 2os kureta 2og kuretakaja
zaVNS=)iillSl 241 gossosama

564611 geXvavaMili?ll#5i
tftr4t.¥th･eeia$XSI 147 okinasai 14s okinasai 14g madoaketejo lso NR
151 itttadamedesujo ls2 ittSadamedesujo ls3 ittSaikemaseNjo
154 ikanakutttanaranai

'
whsc'axma 155 ikUjo 156 atafigaikimasu ls7 anohana:nantekire:nandaro
kg.genigs･e$isafi lss iko:tomottemasu lsg ikumat 16o iko:jo
161 ikitaina: 162 ikitakutetamaranai 163 ikitakunai
164 ittemoraitai
ua'rcfi",'likPtfi$2M 165 ikudaro: 166 ikanaidaro: 167 jukundaro:
168 ittadaro: 16g ittanodaro: 17o tabuNamedaro: 171 diuriso:da
172 josaso:da 173 bjo:kiraSi: 174 amedaso:da ns takaiso:da
176 itaso:da 177 diudzisaNnojo:da
eema.NftSZifi ls6 ikukaikanaika ls7 daregaikuka lss nani lsg darekaga
190 dokokani lgl itsuka lg2 iinokana lg3 daregajarumonoka

194 jaranaikotogaarumonoka lgs kurundatte
Ig$pte:eiSglfl 2o6 moratta 2o7 kure 2os jatta 2og jattaka

toLNS')ilXSI 241 arigato:gosaimasu
564680 geneMata#kasKli)F!ri!itSijeltn
fìftr.Xilt.8eslj$2Sl 147 okinaito<vvij>joZll 14s okiro 14g aketokure

150 akero 151 ikund3anaijo ls2 ikund3anai,ikunast ls3 ittSadamedajo
154 ikanakkuttSanaranal
dede･ax4geilllfi lss ikubejo ls6 oregaikunda ls7 kire:da
kg.gthftIE.RgiStl$l lss ikube:toomotteru lsg igane: 16o igubeja

161 ikite:na: 162 ikitakutetamannai 163 igitakunai 164 ittemoraitai
ma'tsEf7S,.fiinviS2Sl 16s igundaro: 166 igane:dambe 167 igudambe:

168 ittambe: 16g ittandambe: 17o amedambe: 171 huriso:da
172 josaso:da 173 bjo:kirafi: 174 amedaso:da 17s takaso:da
176' itaso:da 177 hud3isaNnojo:da
eema.!SZtikilZifl ls6 ikukaikaneka ls7 daregaikuka lss nanda lsg darekaga

190 dokoni lgl itsuka lg2 tnkana lg3 daregajarumenka
194 jarane:kotogaarumonka lgs kurunka
IagpteiSZM 2o6 moratta 2o7 kure 2os jattaZIil,kuretaZli2 2og jattaka
SUS' )?Sglfi 241 arigato:
564727 Efi7kvaigtse:asfiIEgeqwttn

EiỲ!;)･¥th･eeww 147 okiro,okinasai 14s ×diutoNgimmukuzo:,
×diutoNgimmekuruzo:,okinaika 14g aketekureja:,akenasai,
agetetSo:dai lso agerottJittaraagero lsl ittradame ls2 ittfadameda:
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153 ittSadame ls4 jukanakuttSanaranainda
wtsc'stg%lgl 155 jukujo ls6 oregajukunda ls7 anohananoutsukufikoto
kX'2EbRiS.it!tiSZSI lss iko:toomotteiru lsg iganaitoomou 16o igo:jo,
igube: 161 ikitaina: 162 jukitakutetamaranai 163 jukitakunai
164 ittemoraitai
?kig'relj7S,'IXesiSi]fil 16s jukudaro: 166 jukanaidaro: 167 jukunodaro:

168 ittadaro: 16g ittanodaro:,ittandaro:{} 17o tabuNamedaro:
171 diuriso:da 172 josaso:da 173 bjo:kirari: 174 amedaso:da
175 takaiso:da 176 itaso:da 177 diud3isannojo:da
eema･MiigiftSl ls6 jukukajukanaika ls7 taregajukuka lss napika,nanda2}
189 tarekaga lgo dokokapi lgl itsuka lg2 i:nokana:
193 taregajarumonka,taregajarumonoka lg4 jaranaikotegaarumonka

195 kurundatte
EEptieiSVIfti 2o6 moratta 2o7 kure,kurejo 2os jatta 2og jattaga

36VilS')ilXiEl 241 arigato:,arigato:gozaimasu

564796 gekvamatsifilififMHtr5Te
ffi74)'rv 'XiiE2SXEfi 147 okiro 14s okiro 14g aketahogaind3anaika lso akero

151 iganaiho:gaiind3anaika ls2 iguna ls3 igunath ls4 ittekinakuttfa
taca'blq%tlfl 155 igu ls6 oregaigunda ls7 kire:nahanadesune
kZ･2Eb:9E.itgiSilfl lss iko:toomotteru lsg ikane: 16o ikane:ka
161 ikitaina: 162 ikitakutetamarane: 163 ikitakunai
164 ittemoraitai
va.tslfiS,.dikthNII 16s ikudaro: 166 ikanaidaro: 167 ikundaro:st
168 ittandaro:st 16g ittekitand3ane:ka 17o amedambe: 171 huriso:da
172 josaso:da 173 bjo:kirafi: 174 amedaso:da 17s take:so:dast
176 itaso:da 177 hud3isaNnojo:da
eema.Ni"ikiSZ5t ls6 igerukaikene:ka ls7 daregaikuka lss nandambe:
189 dareka 19o dokokani lgl itsuka lg2 iinokana lg3 daregajarumonka

194 jarane:kotogaarumonka lgs kurundatte
vailEM 2o6 moratta 2o7 kure 2os kureta 2og kuretaka
asVS')iStlil 241 arigato:

564897 ilE7I9vaLgKi:5mewr
fuii:t･ecIE･SEiesell 147 mo:okina 14s okiro 14g akena lso akero lsl
iguana 152 iguanat}l 153 ittSaikanai ls4 ikanakjanarane:,

ikurna

'

iganakjananne:
dess'axqfirefi 155 iktujo 156 orepaikuanda ls7 anohanawakire:dana:,
anohanawauatsvakursr:{e
kEtE)"f･EbklE･Ris:EiL:HiSISI lss ;gvabetoomotteru: lsg ikanai,ikuama;kSZIi 16o

161 ik;taina:,ikite:na:tw 162 ikltakpatetamarane:,
ikltakpateto;nane:Z> 163 ikltakane: 164 ittemoraite:
rtftij･tsIX/".,･fikmarel 16s iktube: 166 ikanakambe: 167 ikurndaro:#.,
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iguabe:

ikurndarnbe:9 16s ittambe: 16g ittandambe: 17o tabuiNamedambe:
171 thruriso:da 172 josaso:da 173 bjo:kirafi:na: 174 amedaso:da
175 takaiso:da 176 ;taso:da 177 thua3isannojo:da,￠uz3isammitaida{e
raIIIdi.!fiftSSZIfi ls6 ikuakaikaneka ls7 darepaikuaka lss napika{},nankast

lsg darekana lgo dokekapi lgl itsuaka lg2 ;:nkana
193 dareuajarusmonka lg4 jannekotoaruamoljka lgs kuiruindatte
IeepttiliN 2o6 moratta 2o7 kurre 2os jatta 2og jattaka
asUNS')il2!fi 241 aripato:,suiimasenne:

564975 or*."iigag5ev/i)eE}=‑TH
dii<t･#al .XilEXSI 147 ogiro:,ogina:st 14s ogiro: 14g agetekurnne:ga
150 agero 151 ittSadamedazo ls2 igwna:,igurndane:do
153 ittSaigane:na ls4 iganakvttSananne:fa,iganagerananne:
dede.sklgeiSIEfiI lss iguawa ls6 oreoaigurnda ls7 kire:nahanadane:gana

kki.#beg.it$ilafi lss imbetomottenda,imbetoomottenda lsg iguakiwane:na
160 imbe:,inane:gana: 161 ittemitaina:,ikitaina:
162 ikitakrpttetamanne 163 ikitagurnai‑lt,ikitagwne: 164 ittemoraitai
ua.JBkfise.MmaiiliSl 16s igurdaro: 166 igane:daro:,igane:ndane:gana
167 iguandaro:,iguandane:gana 16s ittandane:gana 16g ittandane:gana

17o amedane:gana nl dituriso:da,×divttekvtto 172 josaso:da,
×i:ndane:gana 173 bjo:kirafi:ndane:gana 174 amedaso:da,
amedattsuittado 17s tagaiso:da 176 itaso:da 177 thui3isannojo:da,

diua3isanpipitenna
jeifdi･ptiigiStSl ls6 ikpakaigane:ka ls7 Xdarena lss nanda: lsg darekaoa
190 dokkarii lgl itsutka lg2 e:nkana lg3 darepajaruimopka
194 jarihanuariwane:ja lgs kurrurndattena
reiSXIII 2o6 moratta 2o7 kuannega21 2os jatta 2og jattaka

asLNS' )ikSl 241 do:moarinato:gozaimasut

565104 nvR±E"'fi*tfig2ts
fSl741r.#th.2eeljliSZSI 147 hajomo:okirejona:

14s hajaku:okirojonaNtiteruidadamed3ane:ka
14g madoaketekurrijona:i:kodaJiina: lso mattohajakuaakerojo
lsl (sottti)itttaikenzona:tai 152 sottSiitttaikenzotr ls3 ittfaikenzo

154 ikanakerjaikene:
dess.dr4SeSSZSI 155 ikurg,ikvajo ls6 orenaikuanda ls7 anohanawakire:dana:

ka.ebYE.ng$iSl lss ikattoomotterui lsg ikanzojo 16o ebejo
161 ikite:na: 162 ikitakuateikitakuate,ikitakvatetamaranaist

163 ikitakane: 164 ittemoraite:
ua.ewS.fikeaiSIlfl 16s ikutzuara 166 ikane:zwrast 167 ikuazurra 16s ittazuira
16g ittazutralll 17o amezurra 171 diuariso:da 172 josaso:da

173 bjo:kirati:st 174 amedaso:na,amedaso:daas 17s takaiso:na,
takaiso:dast 176 itaso:da,ttaso:na 177 diua3isannojo:da
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eeca'iSZIIiljSSI 186 ikuakaikane:ka ls7 dareoaikurka lss nandakaja,nanda
189 dareka lgo dokkani lgl itsuaka lg2 i:kaina: lg3 dareoajarazua,
darenajarazuiias lg4 jaraokotowaaruamonka lgs kuiruitte
Ieept!tiSXEEI 2o6 murratta 2o7 kurrija 2os jatta,kuarettass 2og kturetaka

zaVS')iWSI 241 arinato:gozansua
565274 ,RIIIifi4NMasfi71<)klLM2f<4Nt nttz
tf}i4}'!iXltt .SiiSiSZilfi 147 'vzidakaraokirojo 14s tNvzidakaraokiro

14g madooaketektureja lso hajakurittemadoakero lsl iktunajo ls2 ikurna
153 ittta:lkene: ls4 ikanakerjanarane:,ikanakurtSa:narane:
tass'blma 155 ikursa 156 ore'ikuasa: ls7 anohanakire:dana:,

minotodana:$
kk･ktTY}.regiS21iE lss ikazuitoomotterpt,ikattomotterut lsg ikuimonka
160 ikaztuwaXll 161 ikite:na: 162 ikitakvatenanne: 163 ikitakuane:
164 ittemoraite:{ie,,ittemurraite:ftnti
}ffS')F{RfiS,･fikmaiSgfi 16s ikru3ane:kag,ikuada:ne:ka,ikuadarazua

166 ikane:daro:,ikane:daraztu 167 ikua3ane:ka,ikuada:ne:ka,
ikuadarazurS 16s ittaro:,ittadarazur 16g ittadarazuital 17o amedarazzll
171 diurriso:da 172 josaso:dast 173 gtuwaiwari:rari:S 174 amedaso:da

17s takairafi:,takaijo:dafa,takaiso:dast 176 itaso:da
177 thua31sannojo:da,thur3isammitajo:da
eema･!SZ:,kSgEfil. Is6iktukaikane:kals7dare:ikurkalssnandalsgdareka
190 dokkapi lgl itsuaka lg2 i:kana: lg3 darenajarurmooka
lg4 jarane:tstu:kotooaaruamonkaSee,kittojarurdo{i5 lgs kuaruadatte
Ellpt221XEn 2o6 moratta,murrattaZ> 2o7 ktureja 2os kurreta211 2og kurretakaXll

asUS')iSZifl 241 gotSiso:degowasuatll,osoreirijasua,arinato:gowasu:

565308 gekflgiasesreJkifMfe
ff}iiSRr･¥th･eema 147 okiroja 14s okiro 14g aketekurija lso akero
151 (sottrie)inuana 152 sottJieitttaikenai ls3 itttaikenai
154 ioanakjanarane:
thss.stRSgirelfl lss ipusa ls6 orepaipwda ls7 kire:dana
f;kfi･kbiiiE･egilXEl lss enutbe:tomotteru lsg inane: 16o iourbe:tll

161 enite:na 162 eoitakkuattetamarane: 163 initakune:
164 ittemoraite:
?EESI･stfl",･fikPtSik]fi 16s iBuibe: 166 ioane:dambe: 167 eouidambe:

16s ettadambe: 16g ettadambe: 17o amedambe: 171 huriso:da
172 josaso:da 173 bjo:kirafi: 174 amedaso:da 17s takaiso:da
176 itaso:da 177 hujisannojo:da
eeflS.!SZESSfi 186 enunanaeoane:nana ls7 daregaikuka lss nandaja
18g darekaga lgo dokokani lgl itsuka lg2 joinokana
193 daregajarumonka lg4 jarane:kotonaarumonka lgs kurudato
IeepteilVfi 2o6 moratta 2e7 kureja 2os kureta 2og kuretaka
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lovNS‑ }ilZil!Il 241

arinato:

565333 lasiilfi4NMasfiMEITI;llM
E}r41r･Xth･2SiljSSgEl 147 mo:okinajo 14s itsurmadeneterurda:
149 oiwari:kedo< }‑ ?=>sokoNtokottottoakeroja,

oiwari:kedo< l‑ 7x>sokoNtokotSottoaketokuireja
lso oido:Stteaketekrunne:daja lsl ikuanajo ls2 itttaikene:do,
ikur3ane:do ls3 ittfaikene: ls4 ikanakwtttanarane:$
dede.su4RiStEijl lss ikuasa:$ ls6 ore:tkuasa: ls7 anohanakire:dana:
kk.kbl9i･ngiS2Jfi! lss ikazuatoomottorua lsg ikane:,ikuamooka 16o ikazuawa,

ikeja 161 ikite:na: 162 ikite:na: 163 ikitakane: 164 ittemoraite:na:,
ittemuare:te:na:
?teEt･ieef/S,.tikeaiSgiEl 16s ikurdarazua 166 ikane:darazur 167 ikuadarazw

168 lttadarazur 16g ittadarazur 17o daitaiamedane:ka,daitaiamedarazur

M,o:kataamedane:kaS; 171 dituriso:da 172 ×i:3ane:ka,josaso:da$
173 okaSi:,kaoirowari:zo,guawaiwartuso:da 174 amedattstu:zo
17s takalttstu:do,takaittsua:zo,take:ttstu:zotw 176 itattsua:zo
177 diUi3isaNmitaida
muIdi.!maIEM ls6 ikuakaikane:ka ls7 dareikka lss nanda lsg dareka
190 dokkarii lgl itsurka lg2 i:kana: lg3 darejarurmonka
lg4 jarane:kotonaartumonka lgs kurruadatte
pttecec2$iSt/ 2o6moratta,muaratta22o7kurreja2oskuareta2ogkuaretaka
6US' )ik!E 241 arioato:gowatita,gotfiso:desitatl!

565396 ewR,IINEiSili7Wdi
in4)'¥th'eeilS}il5Il 147 sonnepiha:rurkanetene:dehajaktuokirojo

148 XsonneJiiokinakerjana:tondetteketobasuszo,tfui:kwre:deokiro$
149 tfottonegurrtuti:karahajakuamadoakerojo
lso hajakuimadoaketekurrejaoragt"aiwaruikiMteikene:
151 ikane:jo:riiriro ls2 iktunajo ls3 ikwnaja,ittJaikene:st

154 ikanakurtfanarane:
Msc'sk4%iSl 15s ikru ls6 orenaikur ls7 anohanawakire:da
kEeH..IwaIS.ngilZlfi lss ikazurtoomotterua lsg ikanai,ikane:
160 ikua3ane:kai,ikazua 161 ikite:monda 162 ikitakurttetamarane:
163 ikitakane: 164 ittemoraite:

' 166 ikane:kaiinne:,ikane:ztura
?EEij.ew.e..fikneiSgfi 16s ikurdarazua,ikurzuara
ikane:darazpt‑ 167 ikur3ane:kae,ikurzuaraS,ikurndarazuast

ittadarazurittazuara itta3ane:kaittadarazur,
16sitta3ane:kai,
, 169 ,
ittandarazur,ittanzuira 17o tabuzName3ane:ka,tabzuNamedarazui,
tabulNamezulra 171 diuEriso:da 172 josaso:da$,Xi:zulra
173 gurainawari:wane:,gurainawari: 174 amerari: 17s take:raJi:
176 itaso:da 177 diul3isaNnojo:da
eema .

MlttikSgSla 186iktukaikane:kals7darenaiktukalssnandaja,nanda
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'

ls9 dareka lgo dokkapi lgl itsuaka lg2 i:dakana:st
lg3 darenajarmumonka lg4 jarane:kotonaaruamopka lgs
ISSptect21Xel 2o6 moratta 2o7 kvareja,kture 2os jatta,kturetast

kuartudatte

209 jattakaja,

kuaretaka$
36V8')XIifit 241 gotflso:degowarita,gottso:degowaSita

565541 evkptgereasftca)F!r=‑7erEva
deERi･afntt ･eeilj}ilVfi 147 ha:okina 14s hajakuokiro 14g madooakero

150 madooakero lsl (sottrie)ikuna,(sottSie)ikunajo
152 sottSieikuna ls3 ittta:ikenai,ikunajo ls4 ikanakkutta:aranai
deta.drqgere;l lss iku ls6 oregaikunda ls7 anohanaike:da
kk･eniS.ntS212Sl lss igube:toomou lsg ikanai 16o iko:jo 161 ikite:na:
162 na 163 ikitakunai 164 ittemoraitai
ikgl･tskf7S,･fikmaiSVil 16s ikudambe: 166 ikanakambe: 167 igundaro:

168 ittambe: 169 ittandaro: 17o tabuNamedaro: 171 thuriso:da
172 josaso:da 173 bjo:kirati: 174 amedaso:da 17s take:so:da
176 itatttu:jo 177 diud3isaNnojo:da
fica･ISZESSXlfl ls6 ikukaikanaika ls7 daregaikuka lss nanika lsg darekaga
190 dokokani lgl itsuka lg2 i:nokana lg3 daregajarumonoka
lg4 jaranaikotogaarumonoka lgs kurundatte
}eet4egptfi 2o6 moratta 2o7 kure 2os jatta 2og jattaka

toVSOiilgfi 241 gossosama

565664 ffkRma,f:･HHIT3TH
di74).timut :･geifitEfiI 147 okiro 14s okiro 14g akeroja lso akero lsl ikuna

ls2 ikund3ane: ls3 ikund3ane: 154 NR
desu.skgSgiStEl lss iku ls6 oregaikunda 157 NR
keq･kbiliE.RYiSXlfl lss ikube:tomonda lsg iganai 16o ikubeja 161 ikite:na

162 ikitakutetamarane: 163 ikitagune: 164 NR
IEftEl･ew.g..tXFi{ESiJfi 16s ikudambe:,×ikukafinne: 166 iganegatinne:

167 i9undambe: 168 Xittakafinne: 16g ittandambe:,ittandakatinne:
170 amedambe: 171 huriso:da 172 Xjokambe: 173 bjo:kiraSi:
174 amedaso:da 175 take:raSi: 176 itandatsu:na 177 mite:da
eeRdi.iSZikltEt ls6 ikukaikanaika ls7 daregaikuka lss nanda lsg dareka
190 dokkani 191 itsuka lg2 i:nkana lg3 daregajarumonka

194 jarane:kotogaarumonka lgs kurundatte
}eepttilZSI 2o6 moratta 2o7 kure 2os kureta 2og kuretaka
asVJ')iSiifl 241 arigatte:na
565780 evkwttlE21E#ISMJF!rJEctlPNglS#

148 hajakuokiro 14g madooaketekure,
madooakenasai lso madooakero 151 ikanaide ls2 iguna 153 iguna
154 ikanakkuttJananne:as

fie!il･Pndtt ･sciilSlglfl 147 okitaho:gatijo
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thde.axt!geliSi51 lss igujo ls6 oregaigujo ls7 kire:dana
kN.2Ebiii.itiE:EJe2Sen lss iko:toomotteru lsg igane: 16o iganega 161 igite:ne

162 ikitakutetamaranai 163 igitalsune: 164 ittemoraite:
ma･istlflS,･i7kmaijStSl 16s igudambe: 166 igane:daro 167 igundambe:

168 ittambe: 16g ittamdambe: uo amedambe: 171 huriso:da
172 josaso:da 173 bjo:kidambe: 174 amedaso:da 17s takaiso:da
176 itandaso:da 177 hud3isannojo:da
Eifdi･stIikSIEII ls6 igukaigane:ka ls7 daregaikuka lss nanika lsg darekaga

190 dokokant lgl itsuka lg2 iikana: lg3 daregajarumonka
194 janne:kotogaarumonka lgs kurundatte
Eijdit Silfi 2o6 moratta 2o7 kureja: 2os kureta 2og kuretaka

asvS')iiE51 241 arigato:
s6sg12 de7kRFgts;5asEEtswr)kc;eal?IyfgK
fatit.nt!t .2Gil:iS2M 147 hajakuroginasai,xhajakurokiro:tal 14s ogiro:

14g oriko:dakaramadooaketetfo:dai lso napigurzuagvazutitendahajakura
kenasai lsl ikuandenaijotal ls2 juakurn3anaizo:tal ls3 tttewaigenaijo:

154 ikanakerebanaranainda
deue･bl4SeiSiffl lss jwkuisa ls6 orepaZku!nda ls7 anohanakire:dana:,

anohanawakire:dana:
ke･kbkiE･it$iStlfl lss igo:toomotterua lsg igane:lli 16o iganaika,iguabe:

161 ikitaina: 162 ikitakuatetamaranaina: 163 tkitakuane:
164 itte'moraitai
lkS.)ISpt7",.IikFma 16s iguiN3anaikana,iguiN3aneekanafa,iguibe:

166 iganeedaro:,igane:jo,iganagambe:21! 167 ×jaguaba3anainogana,
jurkurn3anaikana: 16s ittadaro:,ittan3anaika,ittambe21E
169 ittandaro:,ittandanbe:Z 17o tabuiNamedaro:,
XtabuiNameppuiridaro:,XtabuiNameppuiridambe: 171 XjattekuEruszo:l,
×thtuttekrururzo:fa,eurriso:da 172 josaso:da 173 bjo:kirafi:,

guraigawaruasoodafa,tSo:Sigawaruasoodafa 174 amedatte 17s takaiso:da
176 itaso:da 177 ￠ua3isannojo:da,thur3isapJlipiteirw
jeliFS.!Si//ikltlfl ls6 ikuakaikane:ka ls7 dareljaikvka lss nanda,nantka

189 darekapa lgo dokkapi lgl itsurka lg2 i:nokana:
lg3 Xdaremojannakambe:,Xdaremojannaijo lg4 kittojaruajo,
jarihanurriwanaijo lgs krurwndatte
}eepteilZSt 2o6 moratta,Xitadaita 2o7 kwre 2os kuareta 2og kuaretaka
asvS‑)ililiEl 241 arioato:gozaimasut,arinato:

565946 imtw1mslt=‑J[ilfl]T)kcHIT
di7d?r.J!;{Lkt .eeww 147 hajagtuoginaosogurnaruajo 14s hajaguaogina,
hajaguaogirofa 14g mado:agedekuire lso agero lsl Xderurnalll
152 itttadame 153 !ttSaigenai ls4 iganagerjanaranaig,

iganakurttanaranaias
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強調・詠嘆表現155ik㎝jo

1560reOai馴nda

157

anohanawakire：dana

意思・勧誘・希望表現158ik・：to。m。tte悶，i馴bet・・m。tte悶多159
iOume：160均ube：少，iganaika
163

ikita9四nai

164

161

ikitaina：162

iguImai，

ikitak眈e∫o：nai

ittemoraidai

推量・様態・伝聞表現165iη田dar。：166 ikanaidar。：，iOanakambe：多
167i側ndar。：168 ittadar・：16g ittandar・：170 ta加Namedar。：多，
amedambe：注171φ町is。：da多，×φuttek田川z・172
173waruIindaro：注
176

174

idatt∫indajo

amedattejona

ト

ツカニ

187

191丁目カ，×ト

207

k町e

dareOaikuka

ツカテ

194jaN捻e：kotoηaaruImoηkaa

授受表現206moratta

tagaitt∫umdajo

177φu13isanmitida

疑問・反語表現186ikukaiOaれaika
190

175

josas◎：da

195

208

192

188

i：nokana

nandai
193

189ダレカカ0

dareηaja「uImoqke：

ku厘rumo，kI題ndatt∫ium3ane：ka

jatta

209

jattaka，k町etaka上

あいさつ表現241ariηat。：9・zaimas田上，d。：m。ariηato：

566050

岐阜県吉城郡上宝村栃尾中垣内

命令・禁止・義務表現147素質オキョヨ，ハヨオキョチャ
148エエカケ。ンニオキョチャソヤナイトシリへ9タト9ヤスソ

149ワレェエコヤテ

150エェカケ。ンニアケヨチャ

ナイテ9ナ

イ・ソテタ

チカンソ9

151イクナヨ

152イッテアフ

アケテクリョヨ

153イッテナランソ

，

154イカンナランテ9ナ

強調・詠嘆表現155イクゾ156オリャイクテ

ナー157湖山ハナヤデナー

意思・勧誘・希望表現158イカシトオモツ．トル159イカマイ160イカンカヨ161イキタイナア
162イキトテショウカ。ナイ

163イキトウナィ

164イッテモライタイ

推量・様態・伝聞表現165×イヶルや評判166イヶンゾ
169イッタンシ9ヤロナー

170タイテイアメヤロナー

172

ッカワルインシ

×エエソ9

173

ト

167イクンジャロナー168イッタヤロナー

171プリソウヤナー，×フ、ソテキソウヤナー

ヤロナー，ヒ

175上山ソウヤテ9ナー，タケェーシコウヤソ9

ヨウキラシイナー少

176オ・ソタシコウヤソ9

174アメシ

ヤソ

177フジサγニソックリヤワ

疑問・反語表現186イクヵイヵンヵ187ダリヤィクヤラ188ナンジャラ，ナンジャリアー189ダリカ
190

ト9コニ

191イツカ

ヤランコタアラスケー

搬燕見

206モラツタ

192イインシ

ヤロナー

193タ9レカ。ヤルモノカヨ

194ヤラス9ニオラスカヨ，

195クルッテカー

207クリョチャ

208クレタ

209クレタカ

あいさつ表現241セッカクネト9ウモスマンノウ

566177

長野県松本市島立区画栗

命令・禁止・義務表現147・kiroj。，。kine：ka

14g
151
153

1480kir。，。kiroj。注

madoakerojo，madoaketekureneka
（sott∫i：）ikunajo

itt∫a：ikenezo

強調・詠嘆表現155ikusa

154

152

150

madoakero，madoakeneka注

itt∫a：ikenezo，sott∫i：ikuna誘

ikaJla：na「ane：

156。r明aiku，oreηaikudaz。注

157anoha轟a：uttsuku∫i：aa：注

意思・勧誘・希望表現158ikatt・m・tteru，×ikakka∫irene注，×ikakka∫irene：注
159ikume：160 ikeja，ikaaeka新多，ebeja古，ikume：ka注，ikazuja少
161

ikite：na：

162

ikitakute∫o：X〕ane：

一366一

163

ikitakane：

164

ittemu「aite：

va･)ISIf7k･tXmaiSZIfi 16s ikuzura 166 ikanezura 167 ikuzura 16s ittazura2I,
ittsurafaXll 16g ittazuraZlil,ittsuraltw}i2 17o ma:amezura
171 diuriso:da 172 i:jo:da,josaso:daM 173 ambe:ljawari:zuratai,

ambe:oawart:jo:da 174 amedattewa,amedattju:wa?Eli 17s take:ttewa,
take:ttju:wa21i 176 itattewa,itattju:wa21 177 thu3isammite:da
ntma･ptliEiSgEfit ls6 ikukaikaneka,ikukaikanedakatll ls7 darenaikuka,

dareoaikudaka lss nandaja lsg dareka lgo dokkapi lgl itsuka,
itsudaka21! lg2 i:zuraka?l!,i:dakanass lg3 dare:jarumonka,
dare:jarazu,dare:jarasukein9}lll lg4 jarane:kotonankaarumonka,
jarane:kotonapkaarasuke lgs kurutte:=,kurudatte:n
waptiSglfl 2o6 muratta 2o7 kurija,kurjotail,kureroZl!2 2os kureta

209 kuretaka
zaUS')iltlfl 241 ariljato:gozaNtita

566278 ewwt4NRas*NN)litLlt*nM
fi4}'Xtlt'5ill$il!Il 147 okirojo,3ikandadeokirojo

148 hajakurokine:to3ikanpiokvarertuzo,okiro:$,okine:ka$
149 madooaketekuarejo lso iwaretarasuapurakerojo,madooakene:ka$
151 ikurnajo$ 152 ikuana ls3 ittfa:ikene:zo ls4 ikanakjaikene:da
dean.axqSeikM lss ikua,ikurwast ls6 oreoaiktuda ls7 kire:dana:
kigN.kbl9E.ngiSVfi lss ikattoomotterui lsg ikane: 16o ikane:kass,ikazuiwa

th 161 ikite:na: 162 ikitakuatetamarane: 163 ikitaktune:
164 ittemruraite:
?EES.)tsk!9E.fikFuliStel 16s ikua3ane:kana:,ikurzuarast 166 ikane:katinne:na,

ikane:zvarass 167 ikruzuara 16s Xittakafinne:$,itta3ane:kana:,
ittazusrast 169 ittazulra 170 tabulNamezurra 171 thluriso:dana 172 Xi:zo,

josaso:daM 173 bjo:ki3ane:ka,bjo:kiraSi:,gruaipawari:jo:da
174 amedatteiurzo 17s take:ttsua:zo,take:so:da 176 itattsur:zo
177 dicu3isannojo:da,thui3isammitajo:da
EIERdi.NligiSa$t ls6 ikurkaikane:ka ls7 dareikveka lss nandaja lsg dareka
190 dokkaJii 191 itsuaka lg2 i:kana,i:zurrakass lg3 darepajarurmopka
lg4 jarane:ttekotonaaruamookath lgs kuarvandatte,kturtudatte9
IeetgeiStlSl 2o6 muaratta 2o7 kurre,kurreja 2os kurreta9,jatta 2og kvaretaka

6VS'piSVill 241 arinato:gowafita,gotfiso:degowatitatr

566545 xtkvagmailifl;Hill
in4t.¥th･geZ}iSZSI 147 okinasaijo 14s okirunda 14g aketene:
lsO aketekurenaika lsl ikund3anaijo ls2 ikuna ls3 ittewaikenaijo
154 ikanakerebanaranai
whas･sktlSiSlilfl lss ikujo ls6 oregaikujo ls7 kire:dana:

kK.EbklS.ntgNSI lss iko:toomotteru lsg ikumonka 16o ikanatka
161 ikite:na 162 ikitakuttetamanne: 163 ikitakune: 164 ittemoraitai
lkS･i91!9sh.tikmailtSl 16s ikudambe: 166 ikane:daro 167 ikundaro:
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josaso:da

168 ittaro: 16g ittandaro: 17o amedambe: 171 huriso:da 172
173 bjo:kiraJi: 174 amedaso:da 17s takaiso:da 176 itaso:da

177 hud3isaNnojo:da
eema･!SZiiSlan ls6 ikukaikane:ka ls7 daregaikuka lss nandai lsg
190 dokokaJii 191 itsuka lg2 iinokana lg3 daregajarumonka

darekaga

lg4 jaranaikotogaarumonka lgs kurundatte
EiElti2il21fi 2o6 moratta 2o7 kure 2os jatta,kureta{ie> 2og jattaka

ISVEIS')7IXIfi 241 arigato:godzaimasu

566689 kE4Jkg!asma$wrMwf
fì:}.Xilt.geE$ZSI 147 ha:3ikanninaruN3ane:ka,ha:3tkandajo
148 etsumadeneterundajo,okitarajokambena,okitarae:dambe
149 madoakenaine lso madoakenakuttafo:gane:jo lsl ittSa:abune:
152 eguN3ane: 153 ittSa:ikenaijo,ittSa:egene:jo
154 eganakuttta:nanne:

tasc.axgS3iE]$l lss egujo ls6 oregaegundai ls7 anohanazuebuNkire:dana:2iE
kS･Ebfi9S･itgNfi lss egube:toomotteru lsg egume:ill,egume:doilt,

egumonkawt 16o egane:ka,egurbe:3ane:ka 161 egite:na:
162 egitakutteto:gane: 163 egitaka:ne: 164 ettemoraite:,

ettemore:te:
nc'i9afIS,.fikmaiSgESI 16s egwdambe,xegudambejo: 166 egja:Sinakambe:
167 egundambe:st 16s ettandambe:st 16g ettandambe: 17o amedambena:
171 diuriso:dana:,diurugedana: 172 josagedana: 173 bjo:kigedana:

174 amedattu:wai,amedatojo,amedatosaS 17s take:tSu:waina:
176 itandatfu:jo 177 thu3isaNmite:da
Eifdi･stliSSem ls6 egukanaegane:kana ls7 daregaegundakana lss nanda
lsg darekaga lgo dokkani lgl itsuka lg2 e:nkana:S
193 darenajarumoljka lg4 kittojaru,jarazuniokumonkai
195 kurundattsukke
IIEptilt2Elfi 2o6 moratta 2o7 kunne:ka,kundojo: 2os kuretai 2og kuretakaja

asVS' )iSUSI 241 summasenne:
566718 Eiml<R,Eil*gilikElreIHT

tf}i<lr･tltnt.geieEivafi 147 okina 14s okinattebaokinainota11,okiroZl!2,

okine:ka 14g madooaketeokuire,madooakena lso madoakeneka,
akerottebaakene:ka lsl ittfadamejo ls2 iguina 153 ittSawari
154 ikanakurtSananne
whss･blEIS2iSZ51 lss iktujo,iguajo{g;, ls6 oregaigrunda ls7 kire:dane,

anohanai:hanadane:
kwt･tzS}･ntgiltSl lss igo:toomotterur{},igtubetoomotterurst lsg igane
160 igurbe: 161 igite:na: 162 igitakvttefo:gane: 163 igitakane:

164 ittemoraite:
?[ftij'regeSt'fikmaiSZiijt 16s iguidambe: 166 iganakambe: 167 igurndambe:,
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igurndaro:#. 16s ittambe: 16g ittandaro:en,ittandambe:lk
17o tabuiNamedambe: ln thuariso:da 172 josaso:da 173 bjo:kirati:
174 amedaso:da 17s takaiso:da 176 itaso:da 177 diua3isannojo:da
eema･!SiElkiSgSl ls6 iguakaiganeka ls7 daregaikvka lss nanda lsg dareka
190 dokkaJii 191 itspaka lg2 i:nkana: lg3 daregajarurmopka
194 jannekotowane:jo lgs kuarurndatte
IeepteiS21fi 2o6 moratta 2o7 krure 2os jatta 2og jattaka

toUNS')iSgEE 241 suiimasenne:goteineiJii,kekko:namonoitadaite,
arigato:gozaimasua

566817 de*XTgts?5asXndwrMX
futfl.#th.eeizzIJfi 147 hajakurokZrojo 14s hajakruokiro: 14g madooakenasai
150 hajakurakiro lsl igtunaja ls2 igtuna ls3 ittewaigenait}i,
ittfaigenaist ls4 iganakwttSananne:
desc.bl4SEiSZIfi ls5 igtukana ls6 oregaigvanda ls7 anohanakire:dana
jlece･tm.nSilZSI lss iguibetoomotterua lsg igane:kana 16e igusbejo
161 igitaina 162 igitakwttero:ganaina 163 Xigane,igitakuane
164 ittemoraitai
ikE!.)Fee!9S･fiknviilZSI 16s ×igurkatiripe:,igurdambe 166 iganagambe:

167 igurdambe 168 ittarnbe: 16g ittambe: 17o kittoamedambe
171 diuariso:da 172 isaso:da,×ikambe: 173 bjo:kijane:nka,bjo:kirati:
174 amedatteja 175 takaitteja 176 itandato 177 thur3isarlJliriiterulna:,

diur3isannojo:da
eema･NffEiSut ls6 igvakaiganeka ls7 darepaikurka lss nanda lsg darekana
190 dokkaJii lgl itsutka lg2 i:kana lg3 daregajartumonka
lg4 jarane:kotowane:,jarane:kotowaaruamopka,kanarazrujarvajofa
195 kurruandatte
haptillEE 2o6 moratta 2o7 krure 2os kuareta 2og kurretaka
MU?IS')ililfl 241 do:moarigato:tll

566851 geneMeeptMtter
deiilr･tntt .gZEilZSI 147 okiro 14s okinakutfadameda 14g aketekure
lso akejanare?li,akero lsl (sottie)ikuna ls2 ittradameda

153 ikund3ane:dzo ls4 ikanakutttananne:ja,ioanakuttSananne:ja
desc.sk4Slill51 lss iku ls6 oregaikunda ls7 anohanakire:dana
neg･EbkiS.itg2StEH lss iljo:tomotteru lsg inane: 16o inubea 161' loite:na
'
162 tpitakuttetamanne:ja 163 ioitakune: 164 ittemore:te:
IES･iacf/S,･fikmaiSilfi 16s ikudambe: 166 inanakambe: 167 ikundaro:

168 ittambe: 16g ittandambea 17o Xhurudambe: 171 hur!so:da
172 yosaso:da 173 bjo:kidanbe: 174 amedaso:da 17s take:so:da
176 itaso:da 177 hujisannoyo:da
eeFdi.ttiklZESI ls6 ikukaikanaika ls7 daregaikuka lss nanda lsg darekaga
190 dokkani lgl itsuka lg2 i:nkana: lg3 daregayarumonka
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194 janne:kotopaarumonka lgs kurundatte
IeepteiSiSl 2o6 moratta 2o7 kure 2os kureta 2og kuretaka
toUS')illlifiS 241 arigato:
s66glg utiji2!4/ FfiEHiEiiptrHl]'pg

diillr･rk!t .iiiiiSiE]ifi! 147 oyinajo 14s oyiro 14g madoayetekuire lso ayerojo:

151 iyuana 152 iyurnd3ane: 153 ittfaiyene: ls4 iyanakeptSananne
tssu'dvqSeiSeil 155 iyurjo ls6 orenagyuanda ls7 a:klre:dana
keq･en9E.e$iSV$l lss iyurbetoomotteru: lsg iyanejo,iyamest 16o imbejoiili,
igurbejo{ie 161 ikite:na: 162 ikltendanana:lll 163 XiyaneZli

164 Xittemora:yana:

#kgl･ew.g,･fikasiSZSI 16s iyuindambe:{},lyuandappe:ilf 166 iyanend3ane:ya,
iyanalsappetl!,iyanayambelil;,2iE 167 iyurndambena:ja:{},

iyuandappe:na:ja:ili 16s ittambe:{?;,,×ittambe:jofa,ittappejo:ill
16g ittandappe:S,ittandabe:{} 17o tabutamedambe:{},tabdiamedappeili
171 diuiriso:da 172 i:jo:da 173 bjo:yidambe:jo,bjo:yidana?IE
174 amedatojo: 17s taye:jo:da 176 idajo:da 177 huad3isannojo:da
eema'Mftft2SXfi 186 iyuayalyanngya 187 darenaiyuaya lss nanda lsg dareyaya

190 doyoyani 191 itsvka lg2 l:yana lg3 darenajakka
194 janneyodone:jo lgs ktururttJlkeyatr
}agt!ti;iS2Sl 2o6 moratta 2o7 krurekka 2os jatta 2og jattaya
bUNS' )ililfi 241 arioatogozasua
567047 nvRmai;ii:IillnSAJII)Nl!i‑ig
tftì!i}';rr!!tsth.geE$ZM 147 Xekkap"aogirojo$tll 14s hajaguogiro

14g Xsogoageroe:$tll,xsogoagetekure:$tll lso sogoagero'$tal,
madoagero lsl (sottfi:)igunajo ls2 sottfi:iguna$Zll
ls3 ittewadamedajo,lttfa:igendzome ls4 Xigannarannas‑Zlll,

igannarandzo,iganeranaraN$tl!2,iganeradamedaSta!3
dede'skma 155 igusa$ ls6 oreljaigundena,oreigude'$Zll,oreigunda,
oreigu ls7 anohanawakire:danaXII,nantekire:nahanazuras.
iekig･eniE.ittE:HiSiliftl lss igasukatomotteru lsg ×igandzo$XI1,igasukajoZll2

160 igazujo,igameg$.tll 161 igitena: 162 igitekutefo:nesc,

igitagutoro:ne$ 163 igitagune,igiteguneat 164 Xittemoraite$Zll,
ittemure'test
?Ekij･iBlf?S.･fikeeilglin 16s iguzura:Ill1,igurant2 166 igandaro:tal,iganzura

st,lganraut 167 iguzura,igurant 16s ittsura,ittazura?El
16g ittazuraXE,ittanzurast,ittsuratl! 17o do:seamezura21
171 diurisodana: 172 Xjezura$,josasoda 173 bjo:kidakamotirendzo,

ambewarirati:st 174 amedattezo:,×￠uruttezo:SIIi1,amedattesouwast,
amedattseuwaRlgtai2 17s tagettezo,tagettseuwaZl!,tagettesou$
176 itattezo,itattattewa$,itattattesouwast 177 diu3inojoda$,

diu3isammitejoda
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eema.ptiiSStEn ls6 igugaiganga ls7 darjaiguga lss nandajo lsg daregaXll
lgo dokkapi lgl itsudattaka,itsukast lg2 jegana lg3 darejarazujo,
darjajarazujoftiSili lg4 darjajarazujo,jaraNkota'arasuka$

195 kurutte=,korutteJS
EEpt¥tiftSl 2o6 muratta 2o7 kureoga,kurost 2os kureta 2og kuretagass
asLNS' )iStlfi 241 arinatagattana:,gottsosamaitf
567177 nvRLffiSwa5Eff2SSwr4NSEFftff?e
dèit';!Intt 'IEil31iltlfl 147 jaijaikoreokirojo21

14s itsurmademonetetSakomarur3ane:katli
14g hejanokur:kiljawaruridesurkoSimadoaketekurrjojaitll
lso nandamadooakerottSuittaJiimadaakene:katr lsl iku!najost 152 ikuana
st 153 ittJa:ikene: ls4 ikapa:narane:IIf
wtsu'ax4SeiSi51 lss ikuisa ls6 orenaikuadai$,oreoaikwzo,orenaikuEdast

157 kire:dana:
kE,Hy,･evirkiS.egiSZSI lss ikattomotterua lsg ikane:zo2e,ikanzoL!> 16o ikaneka,

ikua3apka 161 ikite:na: 162 ikite:na: 163 ik!takrune:
164 ittemurraitai
fiftij.ISkfiS.fikasililfi 16s ikuara,ikurzurrafa 166 ikane:ra,ikane:zuaral
167 ikuaraZli,ikuazuara'ikZll 16s ittsuara,ittazurra 16g ittsurra,ittazurra

170 amezuara 171 diurriso:da 172 Xi:zo,josaso:da 173 gvaaiwari:zo
174 amedattjul:wana 17s take:so:da 176 ttaso:daig 177 diua3isaNnojo:da
eeRdi.Nftgljla$l ls6 ikuakaikane:ka ls7 darenaikuaka lss nanda,nandaja
189 dareka lgo dokkapi lgl itsurdattaka lg2 i:kana:
lg3 darejarusmonda,darejaruEmoljka lg4 jarane:kotonaaruimonka
195 kurruatte
ieepteilZSI 2o6 mturatta 2o7 kurreja,kuarejai,kuarjofa,kurrjojaiS,kurrjoja2

208 kurreta 2og kurretaka
asVNS'piSiEftI 241 arlnato:gozaNsur

567289 Ellfiva¥ewMfitwMle/ou
tf}r<)'afdit .gerzzISI 147 okirojo 14s okinakerja:damedazohajakuokiro

14g mado:akero?ll,mado:akerojai lso akene3a:dame3a:ne:kahajakuakero
?!li lsl (sottti:)ikuna,(sottii:)ittJa:ikene:zoas,×nanaSgi!i/tai

'
152 sottfi:ittfa:damedazo,sottSi:ittta:ikene:zo,sottti:ikuna
153 ittSa:ikene:zo ls4 ikanakerja:ikene:,ikane:rja:ikene:
desc'ax4S2M 155 tku 156 oreoaiku,orenaikuda$ ls7 anohana:kire:dakoto,
anohana:oJadakotosc
skees.ZEbRiS.e¥iSefi lss ikattomotteru lsg ikane:,ikume:toomotteruftiN
160 ikane:ka 161 ikite:na: 162 ikitakutetamarane: 163 ikitakune:,
ikitaka:ne: 164 ittemore:te:
va'ew.ta,,'fikFiasXijl 16s ikura21!,ikuzuraXli 166 ikane:rajo,ikane:zurajo

167 ikuzurajo,ikurajo$ 16s ittsurajo,ittazurajoas{l> 16g ittsurajo,
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ittazura{Ll> 170 te:ne:ame3a:ne:ka,te:lje:arnezurajost 171 diuriso:da

172 josaso:daill,i:jo:dant 173 bjo:kirafi: 174 amedaso:da,
amedatttu:wa 17s takaiso:da,take:tfu:wasc 176 itattru:wa
177 diu3isannojo:da
eema'ISZiilliSZSt ls6 ikukaikane:ka$ ls7 darepaikuka,dareoaikudaka$
188 nanda lsg dareka lgo dokkapi lgl itsuka lg2 i:kana:,t:dakana:st

lg3 dare:jarumonka,darenajarumonka lg4 jarane:kotonaarumonka,
jarane:kotopaarazukatw,jarane:kotooaarazuke: lgs kurudatoiili,

kurudatte
IgEptileilZ51 2o6 moratta 2o7 kurjo: 2os kureta,jatta#. 2og kuretaka
6VNS' )ileSl 241 ariljatosamae211 1 , x arinato:gozarimasutr 2 ,ogottsamaelll 3

s6731s eer;vaMtll{s<asAFfewEtk7pmafi!ftl!N

ff}r4)'#th'gema 147 okirojo: 14s Xmadanebutte:kaokureruzo,okiro',
okirotteba 14g aketekureja: lso mado:akerotteba
lsl ×sottJa:abune:jo,×kju:tsukero,LttSa:abune:jo21E,Lkunajo:tal
152 sottSi:ikutoabune:zo,kju:tsukero,Lkunama ls3 ittSa:damedajo:

154 Lkanakerja:naranev
desu.skggeiEJfi lss Lkusa ls6 oredaL,orenaLkudaLtai ls7 ma:kire:da,

korja:kire:da,anohana:kire:da,anohana:kire:dana:
:ecS.Ebi9g.XStilein lss tkattomotteru lsg tkane: 16o Lkaneka,LkazuL
161 Lkite:na: 162 Lkitakkutefo:ne: 163 Lkitaka:ne: 164 Lttemore:te:
?ES.ge!7S･Mas7Safi 16s Lkuzura 166 Lkane:zura,Lkanakaro: 167 Lkuzura
168 LttsUrajo 169 Lttsurajo,Lttazurajo$ 170 taLte:amezurajo
171 diuriso:da 172 josaso:da21il,xL:zurajo212 y3 bjo:kizurajolll,
ambe:waruso:da$,ambe:wari:jo:da 174 amedattsa: 17s take:so:da,
take:ttsa:?l 176 Ltattsa: 177 diu3isannojo:dabl,thu31sammttajo:da
eeRS.!SZiigirefi 186 dottli:titaraL:ka,LkukaLkaneka ls7 dareljaikuka,
darepaikudaka lss nanda lsg dareka,darekanass lgo dokkapi
191 Ltsuka 192 L:kana:,L:dakana: lg3 dareoajarumonoka
lg4 dekine:tsu:haza:ne:,jarane:kotopaarumonkaitwll lgs kurutte‑,
kurudatte=tai
ISkAt!Fillifl 2o6 moratta 2o7 kureja211,kurero{l> 2os kureta 2og kuretaka

l6VtS')iStlfi 241 arioatogowasu,gotfiso:dejasutll1,ogottsodejasu212

567406 evkvatr¥asmatleSPN!gll
fiEi}.trdt ･XiEE]ll 147 okina 14s okiro 14g aketekureja lso akero
151 (settSie)iljuna 152 sottrieikund3ane:d3o ls3 ittSa:ilsene:

154 iganekerja:narane:
whsc'dvma 155 ilsusa: 156 oregailsunda ls7 anohana:kire:dana
kal･klbRii･egtilillfil lss iigube:toomotteru lsg iiguame: 16o iiguabe:ja

161 ilsite:na: 162 ilsitakkuttetamarane: 163 itsitakune:

164 ittemoraitte:
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IIftEl.JiikS9".･t7kmaiStEII 16s ilsudambe: 166 igane:dambe: 167 iljudambe:

168 ittandambe: 16g ittandambe: 17o o:kataamedambe:idl 171 thuriso:da
172 josaso:da 173 guwaigawarugeda 174 amedaso:da 17s take:so:da
176 itaso:da 177 diud3isaNnojo:da
eema.5ZliSSZIfi ls6 itsukailsane:ka ls7 daregailsuka lss nanda lsg darekaga

190 dokokani lgl itsuka lg2 i:nokana lg3 daregajarumonka
194 jarane:kotogaarumonka lgs kurundatte
teeptZ?l2ifl 2o6 moratta 2o7 kureja: 2os jatta 2og jattaka

6VS')iSgel 241 arigato:gansu‑lt,arigato:e:211

567536 evkRfawwfieEtrfitz
Eli4).stih.iimefi 147 okitarado:dana 14s okiro 14g aketeyureroja
150 akero 151 ikund3anaijo ls2 ikud3anaidzo ls3 ittfadamess
154 ikanakerjanarane:
desc･dv4%IEH lss ittembe: ls6 orenaikunda ls7 kire:dana
kl.2Ebftit.nSiliSl lss iko:toomotteiru lsg ikanaiZE 16o ioubea
161 ikitaina: 162 ikitakutero:nanai 163 ikitakunai 164 ittemoraitai
IEkEl.ew.g.･likmaiSg$t 16s inudambe: 166 ioanakanbe: 167 inudambe:

168 ittambe: 169 ittambe: 17o amedambe: 171 huriso:da
172 Xjokambe: 173 bjo:kiraSi: 174 Xamedambe: 17s takaiso:da
176 itaso:da 177 hud3isannojo:da
eeRS.MEEaiSZSI ls6 inunainanaina ls7 daregaikuka lss nanda lsg darekaga
190 dokokani 191 itsuka lg2 iikana lg3 daregayarumonka
lg4 yaranaikotogaarumonka lgs kurundatte
teepteiSilfi 206 moratta 2o7 kure 2os kureta 2og kuretaka
asU6' )iStliE 241 arigato:
567577 caEKIIillllSIi5̀elnStJNitEIEi;iETthiiR

tS}i41r.aftiM? :ts .ma 147 mo:gohandajo,3ikanninarujo 14s hajakuokiro

14g akero,aketekurei lso mado:akero lsl (sottti:)ittJa:damedajo
152 sottri:ittfaabune:karaigu3a:ne:jo ls3 ikun3a:ne:jo
154 iganakuttSa:
whsu.skgSESSglll lss igujost ls6 oregaigunda ls7 arja:kire:dana,

anohana:kire:danaSk
kg.enIE･ntgiliSl lss igube:toomotteru lsg igane:fa,igume:st
160 igube:ja 161 tgitaina:,igite:na:tw 162 igitakuttero:gane:
163 igitakune: 164 ittemoraite:,ittemore:te:
lkik.ewS.fikPSaiSZift! 16s igube: 166 iganakambe: 167 igudambe: 16s ittambe:

16g tttandambe: 17o taite:amedambe: ln thuriso:dana:ut u2 jogeda
173 bjo:kiraSi: 174 amedatSu:wa 17s take:ttu:wa 176 itandato
177 thU3isanniniteru,thu3isaNmite:dast
eema.NgSlafi ls6 igunkaigane:nka ls7 xdaregaigugana$,deregaigundaka
188 nande: lsg darekaga,Xdareka$ lgo xdokonika:‑21S lgl Xitsudagana
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$ 192 i:nkana: 193 daregajarumonka lg4 jarane:kotogaarumookast
195 kurutoke:
Ei2iptltiiEiEfi 2o6 moratta 2o7 kurei,kureroiS,kurroi$ 2os kureta 2og kuretaka

zaVS')iStl!l 241 do:mosumimaseN

567644 vai4E5easftMwr#pt
iftietit.NhX' L･XZB}ikSl 147 ha:okinal}! 14s i:kagendeokiroi

149 sonomado:aketekure,sonomado:aketekunroi lso soko:akero,
hajakuakeroi lsl ikund3a:ne:jo,ikund3a:ne:dzo
152 sottSi:igund3a:ne:,iguna ls3 igund3a:ne:jo,iguna,
ittJa:igane:jo$ ls4 iganakuttta:dai
whsu'st4ftNfi 155 igujo ls6 oregatgundai ls7 anohana:kire:dana:
ka.tm.ptkti!Zllfi lss igube:tomotterundai lsg igane:,igumonka
160 igube:d3ane:ka 161 igite:na: 162 igitakutteSo:gane:na:
163 ikitakune:,igitaka:ne: 164 ittemore:te:
#ftij'ew.g,･tikneiSXEfi 16s igudambejo: 166 iganakambe:,igane:dambe:st

167 igundambe: 16s ittambe: 16g ittandambe: 17o amedambe:
171 ×diurukamefinne:,￠urugedast 172 jogeda 173 bjo:kid3a:ne:ka

174 amedaso:da,amedattu:wai 17s take:so:da,take:ttu:waiS

176 itandatSu:,Xitandatfu:wai 177 ￠u3isaNmite:da,
diu3isaNmitajo:dase,thu3isanno:mitajo:da
eeFdi.!SZ/eEN$l ls6 igukaigane:ka ls7 daregaigugana lss nanda,nande:
189 dareka lgo dokkani lgl itsudattaka lg2 i:pkana:
193 daregajarumooka,daregajarumopkai lg4 janne:kotogaarumooka,
janne:kota:ne:jo: lgs kurundato
teepttikSt 206 moratta 2o7 kunne:kai,kunroi 2os kureta 2og kuretaka
2SVS')ma 241 arigato:gaNsu,arigato:gozaNsu,mo:fiwakja:ne:,sumane:

s6774s ki4dtfittasRrdE[r)kjk
fiiiib･;T!gtsth･Xww 147 oktnasaijo 14s okina 14g madoaketetSo:dai
150 akena lsl ittta:ikenaijo 152 ikuN3a:ne: 153 ikuN3a:ne:,
ittta:ikene: ls4 ikanakuttfa:nanne:
whsc'blqSEiSi51 lss ikujo ls6 oregaigusa ls7 anohana:kire:dana:
k%.2Ebftli･etESSI2ifI lss igube:tomo:nda,igo:toomotteru lsg igane:
160 igube: 161 eklte:na:,egite:na: 162 ekitakuttetamanne:
163 ekitakune: 164 ettemoraite:
va'SS3S,'fikearefi 16s egudambe: 166 egane:daro:,ikanakambe:

167 ikundambe: 16s ittandambe: 16g ittandambe: 17o Xde:buamekana,
de:buamedambe: 171 diuriso:da 172 Xi:dambe:,Xjokambe:
173 bjo:kiraii:wt,jowattarafi: 174 amedatojo 17s take:ndatojost,
takaittekotoda,takaittezo 176 itandatojo 177 diu3isanmite:da
eema.5iftkSgl ls6 ikukaikane:ka ls7 daregaiguka lss nanda,na:ni
lsg dareka lgo dokokani lgl itsvka lg2 e:pkana lg3 daregajarunonka
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194 jarane:kotogaarumonka 195 kurundatte
waiSa$l 2o6 moratta 2o7 kundoi 208 kuretajo 2og kuretaka
6VS')iSgEfiL 241 arigate:,sumane :ne:
567904 vawaik￡ij51#5Aff{leq)kgeS
di41r.tiRtLlt.ma 147 oyiro 14s ogiroogiro 14g madoagero lso akene:to,
agerojomadoo lsl iournd3ane:zosc ls2 tpuind3ane:ttSinonlwaganne:no
ga 153 inurna,itttadameda ls4 ipanakvtttananne:
whss･stq%gijl 155 lpurjo 156 oreipuandajo ls7 a:kire:dana:konohanawa
kwt･ZEbftiE･egiSZJfi lss inurbetoomottercu lsg inane:st 16o ittekuabed3ane:ka

161 ittek1tena:,ikIte:na:st,enite:na:st,inite:na:st
162 initakvttefo:ne:st 163 ioitagane: 164 ittemoraitaimondaut
lkig･wa･tiiFfiiliSl 16s ×ipurkamoStnnetai1,embeut2,inuibest 166 ioame:st
167 iouandambe: 168 tttambe:st 16g ittandambe: 17o amedambe:
171 Xhuttekvttso:tll 172 Xi:zona: 173 bjo:kidambeS 174 amedatojo:
ilf21!1,amedatSlkena:tw2 17s takaittikena:S 176 itatJikena:st,
itandattlkena:st 177 huad3isammite:dana:

eema.Nma ls6 inrukaipaneka ls7 dareepkast lss nanda lsg dareka
190 dokkani lgl itsvka lg2 i:nogana: lg3 Xdaremojamme:Xl!
lg4 jarihanuarene: lgs kurnnokajo:tl!,kwndatte:2IE,kuindattike:Zll
}gEpt!eiltSl 2o6 moratta 2o7 kuarona: 2os kuEreta 2og kuaretaka

bbS')iE51 241 do:moaripato:
567969 utijit4/ rktaiEftirpiwr
tS}ltiltr･#th.geiifi$Zlfi 147 ogrro 148 ogl'ro 14g agero 150 agero

151 (sotttX)enuna 152 sottSrenuna ls3 ettSadameda
154 epanakttananne
desu'skma 155 enujo 156 oreoaenujo,orenaenunda ls7 arewae:hanadana:
kZ.en9E･Rgil21fi lss enubedomotteru lsg epane 16o eoubejo 161 eprdena:
162 eljrdakteSo:oaneS,do:ltemoekgtena 163 en!daganest,ekgtagane

164 ettemoraLdena
#ES･ew.e,.Mmailglfi 16s Xenugatlnne 166 kgttoenanedo,kgttoeoanendappeS
167 Xeounogana 168 XettagaSZnne 169 ettanogana 17o kgttoamedappe
171 xurrso:dana: 172 Xe:nd3anege 173 bjo:gZraf!na: 174 amedatSkeja
175 tagaLtJkena 176 edandatfke 177 xud3rsamrnrdedana
fiRdi.!SZIiSeEII ls6 enugaepanega ls7 darenaeljuga lss nanda lsg darega

19o dokkanl' lgl etska lg2 e:nogana: lg3 Xdaremojannedo
lg4 do:StemojannaktJananne lgs kunnoga
IIIijl!iltEn 2o6 moratta 2o7 krekka 2os kreda 2og jattaga

asVNS')iStSl 241 do:moarrnado
56so23 lifliva7f<eeaseaMJI#IliSSzvaewtlie‑FtEa

di7̀!it'l:{tlt.iiljSSgSil 147 haiWogiroja,hajoWogiroja, haiwogirja'tli,
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hajoWogirja'Zli 14s WogipadattikaNzo
149 waretanumupisogontogoagetekureja,
waretanumuJiisogontogoagetekurjo',agerojast,agerja'E

150 napiSitattSahajaguagepa:datSikappi,hajoageroat
151 (sottfiewa)igunajo 152 sottfi:iguna 153 ittiallgaN
ls4 igaria:naraNtll,igannaNttwll
desc.suIISegSYfi lss lgusag,igujo ls6 Woriigujo?El!,Worinaigujo,Woriiguda?Ill,

Worinaiguda ls7 anohanakire:dajona:
kE,H)sN･tm.ei.:int21tlifi lss igasutoWomotteita?Ell lsg igumai,igumja"iS

160 igamegaZll 161 Xikitenna:,igitenna:tli 162 igitakutetamaraN

163 igttagane: 164 ittemuraite
tfES'IillflS,'fikFt{liast 16s iguzura,igudarazunt 166 igandzuratr,igandarazu

lll 167 igundzurabl,igundarazuen,iguzuraat 16s ittazuraVII!1,
ittsuraiii;Zll2,ittadarazutl!1 16g ittandzuraff,ittazura,ittsuraat
170 taiteamezura,amedarazust 171 thuriso:da 172 je:jo:da,jogariso'da
S,josaso'daM 173 dokkawari:jo:datal,ambaiwari:jo:daZll
174 amedasoda,amedaSittaVl! 17s tagesoda,tageso'da,tagagarisodast,
tagagariso'dast 176 itattasodaZll 177 diu3isammitajo:da,
diu3isammitaidaYSikff

eema'iSZma 186 igugaigaljga ls7 daigaiguga,da"gugailf lss napi=,nanda
$ 189 daiga 190 dokkaJii lgl itsuka lg2 je:dagana lg3 daijarumuljga
194 jarangotoarasukja lgs kurutte=,kurudatte=
waptiStSt 206 muratta 207 kurjo 2os jatta,kuretant,kuretejatta
209 kuretaga
asVS')il2iifil 241 uretigattaXl!,arigato:xt

568122 esevva7kgas)F2gJll)EI7)k#ISigR#Twr

ElrCt'#Jlt･XS$iSl 147 hajakuokiroe: 14s hajakuokipa:ikendzeta!1,
hajakuokiroe:tai2 14g sokontokoaketekuree: lso nandeakenede:211,
hajakuakerone:lll2,akeroe:$E3 lsl (sottri:)ittfa:ikendze:?li,
(sottfi:)ikunae: ls2 sottti:itt;a:ikendze:tr,sottSi:ikunae:iintl!
ls3 ittSa:ikendze:Zll ls4 ikannaraNwana:,ikannaN?l!,ikapa:narane:21
dess･stI!%tlSl lss ikuwae:,ikusa:Z}! ls6 oreikuwaZl!1,orenaikuze?iE2
ls7 anohana:kire:dane:oi:,anehana:kire:dana:X}l
es;! EuEi[.eni}.itor.EiiltSl lss ikassomo:,ikassomottoru2iE lsg ikutsumorjane:ZI!1,

=)Et

tkandzo:tl!2 16o i3ajare,ikejaret}ll,ikume:kall12 161 ikitena:
162 ikttakutetamarannajai,ikitakutetamarane:na:Zll
163 ikitakane:na: 164 ittemoraitena:,ittemure:tena:tll
lkla.ew.e,･fikeeifiSl 16s ×ikuwane:,ikuzurast,ikuratal 166 tkan3ane:e=tal1,

ikandze:,ikandzurass,ikanralll2 167 ×ikukarirendzo2iE1,
×ikutokodazota11,ikuzuratl12 16s ×ittadefo:,ittsurajo}l!1,
ittazuraZll2 16g ittakamoSirendzoll1,ittsurajo:st,ittazurajoZli2
170 amezura= 171 thuriso:dana: 172 josaso:dazo 173 guwja:wariso:da
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ta!1,ambe:wari:jo:da?l!2 174 amedaso:dana:,amedaseuwast
175 takaiso:danajai,take:seuwast 176 ottaseuwana:
177 ￠U3isa;IJIijokuJlitoruna:,thu3isannojo:dana:,diu3isammite:dana:tai

eema.Miigptfi ls6 ikukado:daka,ikukaikapka ls7 darjaikuka lss nanda
lsg dareka,darekanast lgo dokkapi lgl itsuka,itsudakalll lg2 i:kana:
Zl! 193 darjajarazu lg4 kanarazujaruwai,jaraneseukota:ne:3ane:ka,
jaranenaNseukota:arasuke:kiEtli lgs korudasute:J,korudatte:=tr
ISptlltiSiJfi 2o6 moratta,muratta2IE 2o7 kuro: 2os jatta9,kuretast 2og jatta,

kuretapt
asVS=)iSglifiL 241 arinato:gozaimasitawt?IE1,ja:aripato:Zl!2,ja:wari:na:,
arinatoeX}i 3

568179 lasMkffEg3#tsMrmNpttw
dii4tr.iiltl{llt.iasljIilZSI 147 3ikandadeokirojo 14s itsuimadeneterwda:hajakuioki

rojo: 14g trottomadooaketekuirejai lso hajakuaakeJia:dame3ane:ka
151 (sottri:)ikutnajo ls2 sottfi:lkrtina ls3 ittfa:damedajo,
ittSa:dame ls4 ikaokerjanaraN,ikankerjanarane:
wtta.bl4%tgl 155 ikuasa ls6 orenaikuajofa,oreoaikuanda ls7 anohanakire:da,
bakaJiikire:nahanadana:,anohana:totetstumone:kire:da
kki･eniE･n$iSiSl lss ikattoomottertu lsg ikanzojo 16o ikankajai
161 ikite:na: 162 ikitakwtetamaranna: 163 ikitaka:arazuike
164 ittemurraitat
lkS･ewS.fikFiSiSZifii 16s ikzzsnzuiratl!,ikutzuiraiSSie21,ikuira21 166 ikane:zuira,

Skane:rafa,ikanra,ikanzuarasc 167 ikuazturaS,ikurra2,iktunzuara
16s ittsuira,ittazuara 16g ittanzvara21! 17o tainaiamezvaratli

171 dituriso:da y2 josaso:da 173 bjo:kippoi 174 amedatttur:wa
175 takairaii:,take:rati:,takaiso:da 176 itarafi:,itaso:da
177 diUt3isaNmitaida
fiRS.NliSSiJfi ls6 ikuakaikanka ls7 darenaiktuka lss nanda lsg dareka
190 dokkani lgl itsuaka lg2 i:kana: lg3 darepajaruamonka
194 jarane:kotooaaruimonka lgs kurruindatte
}agpttilZSt 206 murratta 2o7 kuarjo 2os jatta,kuareta{IF 2og jattaka,kuaretakafa

toV"")ilZSt 241 arinatogozaNsur
568426 ft5EFgRpttZllZLasJIi.EtwPkM
faeSit.±mut .Ifililjgilafi 147 gohandakarahajakuaokirojo

14s hajakuaokinakerjarninnagotSiso:tabetSimo:zo21
149 <tv=>hajaktumadoaketekmarjoja:tw
lso guazuaguazuaritene:dehajakurmadoakero lsl ikrunajare ls2 ikusna

153 ittfa:ikene:zo ls4 ikanakjanarane:dana
whsu'suua 155 NRtal 156 watipaikur,wafinaikurdaZ>,wafinaikuandast
ls7 anohanawarippadana:}li,anohanawakire:dana:at
ka･EbYE･itgiSijfi lss iko:toomotterurfa,ikakkatoomotterur lsg ikurmai,
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ikane:jai 16o ikanekaja,ikaza:{l},Zli 161 ikitaina:2},ikite:na:
162 ikitakuitetamaranai,ikitakrutetamaraner 163 ikitakutnai,
ikitakuane:fa 164 ittemoraite:,ittemoraitai
?ffIS･igkfiS,.fikmailXfi 16s ikuadaro:,iktuzuarapt 166 ikane:zurra 167 ikuadaro:,

ikuad3ane:ka,ikurzurra,ikuanzurra 16s ittadaro:,ittazuara 16g ittadaro:,
ittekitazutra,ittazuira 17o tabuiNamedaro:,tabu:Namezu:ra
171 diurriso:da 172 josaso:da 173 bjo:kiraSi:,ambe:nawari:rati:'ik

174 amedaso:da 17s take:so:da 176 itaso:da 177 diur3isannojo:da
eema･Sili$ItSl ls6 ikuakaikane:ka ls7 darepaikurka lss nanda lsg dareka
190 dokkapi lgl itsvaka lg2 i:nokana: lg3 darenajartumoljka
194 jaranaikotepaarurmonka lgs kurrurndatte
EISptiiltlfi 2o6 moratta 2o7 okurre 2os kuareta,jatta 2og jattaka,kvaretakapt
toUS')i*YSI 241 arioato:gozaNsui
568529 eeE4illSl5̀it#ISi;fJlINeA
tfueSIItr.#th･2ew}ljlen 147 mo:okirojo 14s i:kagendeokiro,i:kagendeokina

149 sokoaketekunna lso soko:akero lsl (sottri:)ittJa:dame
152 sottSi:iguna,sottSi:iguN3a:ne: ls3 ittSa:dame
154 iganakerja:narane:nda
wtsu･skl!gliSUII lss igu,ika:,igujotl ls6 oregaigunda

157 anohana:kire:dana:
PLIJki'Ebki}'itgiSiEfi lss ikube:toomotteru,igube:toomotteru,igo:toomotteru
159 igUme: 160 igube:ja 161 igite:na: 162 igitakuttegamandekine:,
igitakuttetamarane: 163 igitakune: 164 ittemore:te:
?IEij.i6N9S.,･fiicaan 16s igudambe: 166 iganakambest,igane:dambe:fa
167 igundambe: 16s ittambe: 16g ittandambe: 17o tabuNamedanbe:,
taite:amedanbe: 171 diur!so:da,diurugedaY> 172 jogeda
173 bjo:kirnitaida$,bjo:kimitajo:dalll,bjo:kigedaEiSiiKfa
174 amedaso:da,amegedass 17s take:so:da,takagedaEi}Zll 176 itaso:da
177 diu3isanmite:dast,diu3isanmitajo:daR)itll
eema･NRSkSl ls6 igukaigane:kafa,iguganaigane:ganast ls7 daregaigugana
st,daregaiguka lss nanda lsg dareka lgo dokkani lgl itsuka
192 i:kana,i:nokana,i:okanast lg3 daregajaru lg4 jarane:kota:ne:,

kittojaru lgs kurunke:
NptSltilflfl 2o6 moratta 2o7 kure:,kuNroi 2os kureta 2og kuretaka

6VS')iSiSl 241 do:mogote:ne:nisumimasendeJita,arigato:gozaNsu

568667 eeEK!4/ ‑maasptNLXnt
E}r4).#th.ma 147 nan3idakaramo:okinasai 14s okina,mo:okina
149 madooaketekudasai lso mado:akena lsl (sottSi:)ittta:ikenaijo
152 sottfi:ikuna 153 iku3a:nja:jo ls4 ikanja:narane:
whsu'zz4SEikZSI lss ikujo ls6 orenaikujo ls7 kire:nahanadana:
k}i,H,,.2blEii･n!ttcM lss ikube:toomotteru lsg ikumja:jo 16o ikanja:kajo
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161 ikttja:na: 162 ikitakuttetamaranja: 163 ikitakunja:
164 ittemoraitja:
ilEE･ew.ta..fikmaiSISI 16s ikudambe: 166 ikane:daro: 167 ikudambe:
168 ittadambe: 16g ittadaro:,ittandambe:es no tabuNamedambe:
171 euriso:da 172 josaso:da 173 bjo:kirafi: 174 amedaso:da
175 takaiso:da 176 itaso:da 177 thu3tsannojo:da
eeRS.NftSu ESI ls6 ikukaikanja:ka ls7 darenaikuka lss nanika,nandail
lsg dareka lgo dokkani lgl itsudattaka lg2 i:nokana
193 darepajarumonka lg4 jaranja:deokumonokat lgs kurudatte
}eetltrwh 2o6 moratta 2o7 kureroja,kureroi,xkundoint 2os kureta

209 kuretaka
toVN8')$tlfl 241 arinato:gozaimaSita

568735 caEKIRSIi8SMljll¥
ini?r.tLItl{tlt.scill$iSt 147 ikuniosokunarukarahajakuokine:toikanaijo,

okinasai 14s hajakuokinakjadamedajo 14g tooaketekure
lso hajakuaketekunnakjadamedajo,hajakuaketekunnakjadame3ane:ka
lsl ikutodamedajo,ikane:ho:oai:daro: ls2 ittra:dameda
153 ikun3ane:jo ls4 ikanakjananne:
whsc.drma 155 ikimasu 156 3ibupnaikunda ls7 e:hanadana:,a:kire:dana
kwt･EbftE.eSiSZSI lss egubetomou lsg egane:na,egume:ut
160 ikube:3ane:ka 161 ekite:na: 162 ekitakuttetamanne:
163 ekitakune: 164 ettemoraite:na:
?EEEE.ew,.g,.fikFiEtaSZIfi 16s ikun3ane:ka,ikudaro:,ikudambe: 166 ikane:daro:,

ikane:dambe 167 ikundambe: 16s ittambe:,ittadambe:st
16g ittandambe:,ittambe:st 17o amedambe: 171 thuariso:dast
172 josaso:da,josanedast 173 bjo:ki3ane:ka,bjo:kikke3ane:ka
174 amedatojost 175 takaitojo 176 itattSu:na: 177 thu3isaNmite:da
eema.MEkStEII ls6 ikukaikane:ka ls7 darenaekukana lss nandai lsg dareka
lgO dokkani lgl itsuka lg2 e:nokana lg3 darenajarumopka
lg4 jarane:kotonaarumonka lgs kurundatte
}S2!2iSi51 2o6 moratta 2o7 kunna:,kure,kunrojost 2os jatta,kuretast

209 jattankai,jattaokajo,kuretaka
toVNS' )iStEfi 241 do:moarioato:

568806 cai4gMili?Kt4
tatf).Xih.geimefi 147 hajakuokine:teokurerudo 14s hajakuokiro
14g madoakenekerjadamedajo,madoakenekerjaikane:jo
150 hajakuakero? lsl damedajo(settSi:)ittra:
ls2 ikunatojuttemokikanainoka ls3 ittJa:damedajo
154 ikanakuttfa:nanne:
wtss.sk4geiStEl lss igujo ls6 oregaikunda ls7 anohana:e:na:

kK･wtIS･nSiSZIfi lss ekube:toomotteru$ lsg ekane: 16o ekaneka:
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161 ekite:na 162 ekitakuttetamanne: 163 ekitakune: 164 ittemoraite:
?EEEg.ewS･fikmaljIasl 16s ekundambe: 166 ekane:mbe: 167 ekundaro:,

ekundambe: 16s ettambe: 16g ettandaro:,ettandambe: 17o amedambe:
171 diuriso:da 172 josaso:da 173 bjo:kirari:va,bjo:ki3ane:nkalEtf

174 amedatojo 17s takaindatojo,take:ndatojost 176 itandatojo
177 diu3isannejo:da,thu3isammite:da$
ftiFdi.5ZE$Sen ls6 ekukaekane:ka ls7 daregaekuka lss nanda lsg dareka
lgo dokokani lgl itsuka lg2 e:okana lg3 daregajarumonkaft,IEikE

194 jattajo 19s kurundatte,kurundatost
reEpt;tiSglfi 2o6 morattajo 2o7 kundoilf,kurext 2os jatta 2og kuretaka

asVEIS')illSl 241 sumanakattane:ik,arigato:gozaNsuwt

568995 vaK4=‑zatsffiJ*EE
6ii4t･;rr!Sitsth.IewSSgliE 147 o:ihajakuokirojo 14s hajakuokirokonojaro:

14g mado:aketekunne:ka lso hajakumado:akero: lsl (sottii:)ikunajo:
152 sottSi:ikuna:,ittra:ikene:zo ls3 ittSatkene:
154 ikanakuttSa:ikene:
tssc.dv4geliSglfi lss ikujo: ls6 oreikujo:,oreiku ls7 anohana:kire:dana:
Pt!Nig･enkiE･RItileifi lss ikube:toomotteru lsg ikume: 16o ikube:jo
161 iklte:na: 162 ikitakutteSo:ne: 163 ikitakane: 164 ittemore:te:
?EEEI･jBll!2Il･fikmaiSXgl 16s ikudambe: 166 ikume:II;,ikane:dambe:i!f

167 ikundambe: 16s ittandambe: 16g ittandambe: 17o amedambe:
171 thuriso:da 172 josasoda 173 bjo:kimite:da 174 amedatojo
175 take:so:da,take:tojost 176 itatojo:,itandatojo:
177 ￠U3isaNmite:da
EIERdi.MlikStlfl ls6 ikukalkane:ka ls7 dareikuka lss nanda: lsg dareka

190 dokkani lgl etsuka lg2 i:nokana:,e:nokana: lg3 darejarumokka
194 jarane:kotoarumokka lgs kurutte,kurundatte
te2St!lgtili51 2o6 moratta 2o7 kure: 2os kureta' 2og jattaka,kuretaka:tw

6US')$gEl 241 do:mesuimaseNne:

569028 ueilR*gasLwtEl]Tim
fitr<ltr'#th'lfiEimefi 147 <t7x>okintogakko:piokurerujotl!,okirojo
14s itsumadeneteru,okiro:Zl! 14g tatteruriito:aketekurjojotll,

i:kodapito:aketekurewt lso to:akero lsl (sottti:)ikunajo,
(sottti:)ittta:ikandzo ls2 sottSi:ikuna21 ls3 ittfa:damedajost,
ittSa:ikandzo,ittSa:datfikaNnt ls4 ikaria:naraNilf,ikannaraNwt
tade'ax4%gEfi 155 ikujo ls6 oreoaikujo ls7 wa:hanakire:dana:,
wa:hananakire:dana:
kg.albkiE.RgSIXil lss ittekossomo:,ikassomo:as lsg ikamai 16o ikaljkajo,
ikamaikame 161 ittekurjai:na:,ittemitaina:ss
162 ikitakutetamaraN 163 ikitakunaijo 164 ittemoraitai
IPIEEI･JFee!Z91.fiieaiSZSI 16s ikuzura 166 ikandzura 167 ikuzura$ll 16s ittsurajo
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Zll,ittazura 16g ittandzura po amezura ln ×diuttekiso:da
172 josaso:da,joijo:da,i:jo:da 173 dokkawari:jo:da 174 Xamedattajo
17s takaittena:21! 176 ottattejo n7 diu3isannojo:da

eema･ptsc ls6 ikukaikaoka ls7 dareoatkuka lss Xnapt$,nandajo
lsg darekaXit,darekalja?Ell lgo dokkaJii lgl itsuka,mo:seN lg2 i:kana:$,

e:kana: lg3 darenajarumooka,darenajarasukai,darenajarudai
lg4 jarankotowanaijo$,sonnakotowaarasukai21 lgs ku'rutte=
teeptleiEEEI 2o6 muratta 2o7 kurejowt,kurjoili 2os kureta 2og kuretaka

bV8')iliSl 241 okatalikel tll1,gottso:saNtll2
569305 LLEI}!!4/gkEl$nSftMEI]Tfti5UgM!N
tSbti:r.tintt .sciljSSiifi 147 okirojo,okinka,okiro 14s okiro 14g aketeokure,

aketetSodai lso akero lsl ittfa:damejo,ittra:ikend3anka
152 ikunajo,ittfaikend3anka ls3 ittta:damed3anka,ikunajo,

ittewadamejo ls4 Xikugide
desu.skg%2Sl lss ikitaitoomo:na ls6 orenaikuzo ls7 kire:dana,

anohanawakiredane
kK･tm.n$iSafi lss ikakkatoomoteru lsg ikitaka:ne: 16o ikaza:
161 ikite:na 162 ikitakutetamaraNfa,ikitakutetamaranai{l>
163 ikitaka:ne: 164 ittemore:te:
?kSg.me.dikFjfiiliSt 16s ikura 166 ikanra 167 ikudzura 16s ittura
169 ittadzura 170 amedzura 171 diuriso:da 172 josaso:da

173 bjo:kiraSi: 174 amedattSu:,amedaso:dafa 17s takaiso:da
176 itaso:da 177 diu3isannojo:da
eema.iSiiiSSiSii 186 ikukaikanka ls7 dareNikuka lss nanda lsg dareka:

lgo dokkani lgl itsuka,itsudaka{l> lg2 i:kana: lg3 daren jarumonka
194 jarankotoNarikkone: lgs kurudato
teepteilUfi 2o6 moratta 2o7 kurjo: 2os kureta 2og kuretaka

thUNSO$afi 241 opossandenoisu
569479 LLel!gRinLLrffienY
fttft.tntt .geilj}il251 147 hajakuekirojo 14s hajakuokinekja:dame3ja:n:eka

14g sumankendomado:aketekurjo:ja lso hajakumado:akerojo
151 (sotttie)ittJojo 152 iku3ja:ne:zo ls3 ittfja:ikene:zo
154 ikanakja:naraN
desu'blma 155 ikujo 156 orenaikuda: ls7 anohana:kire:3janne:
ka.ebRig･nutgEiSaijl lss ikakkatoomotteru lsg ikume: 16o ikaza:,ikanka
161 ikite:na: 162 ikitakutetamaranna: 163 ikitaka:ne:

164 ittemore:te:
nc.)leefl".･fikmaiSZSt 165 ikurajo 166 ikanra 167 ikuzurajo 16s ittsurajo
169 ittsurajo 170 te:lje:amezurajo 171 diuriso:da 172 Xiirati:

173 bjo:kinojo:da 174 amedattSu:zo 17s take:tttu:zo 176 itattSu:zo
177 diu3isannojo:da
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eema'5Zi"iSSZM ls6 ikukaikanka ls7 dareNikuka lss nanda lsg dareka

lgo dokkani lgl itsudaka lg2 i:kana lg3 dareNSirumonka
194 jarantfu:kotonaarumonka 195 kurudato
ElijptlkilSfi 2o6 moratta 2o7 kurjo: 2os kureta 2og kuretaka
MUSoill51 241 ono:ssandenoisu
569547 LLA{!4/ kg5agfnSIINgNJIltw

diik'#th･Sma 147 he:okiru3ja:ne:ka 14s hajakuokiro:
14g haikuaketekure lso haikuakero lsl iku3ja:ne:jo ls2 ittSa:dameda
153 ittra:ikanaijo,ittta:ikene:jòEIif ls4 ikane:kerja:narane:

whsc'dv4%ZSI 155 ikujo ls6 oreoaikuda: ls7 anohana:kire:dana
kg.EbEIE.nttEHiStliEl lss ikube:toomotteru lsg ikanai,ikume:'iilid> 16o ikube:

161 ikite:na: 162 ikitakuttetamarane: 163 ikitaka:ne:

164 ittemore:te:na:
ma'ew.ta.'fikmaiS2Sl 16s ikuzura 166 ikane:zura 167 ikudanbe:ilf,ikuzura
168 ittura,ittanbe:ik 16g ittanbe: 17o te:oe:amedambe:
171 diuriso:da 172 Xjokambe: 173 bjakidambe: 174 amedattfju
175 takaittju: 176 itaso:da 177 thu3isannojo:da
ftifdi.!SZ/eEiStEE ls6 ikukaikane:ka ls7 darepaikunoka lss anda lsg dareka

190 dokonika lgl itsudaka lg2 iizuraka lg3 dareNjarumonka
194 jarane:kotonaarurnonka lgs kurundatte:
}eept2re;l 2o6 moratta 2o7 kure: 2os kureta 2og kuretaka
asVS')iSi51 241 arinato
569616 ]SltiglSi!fi91asIS!lgfafiHITJiiF

fitr4r･XIh.geilSili51 147 okinajo 14s okiro 14g akenajo lso akero lsl ikuana

152 ikurd3a:ne: ls3 ittJa:ikene: ls4 ikanakerja:narane:
desu･blgg(ilt$l 15s iktujo ls6 orepaikuada ls7 anohananokire:nakoto
kEaH,･ebilS.n!t$Vfi lss ikuabe:toomotterzu lsg ikane: 16o ikane:ka{e,
ikurbe:joiLl> 161 iklte:na: 162 ikltakwttetamarane: 163 ikltaka:ne:
164 ittemoraitaiL!>, ×ittemora:be:fa
ffSl･tskFS,･fikmailVifil 16s iktudambe: 166 ikanedambe: 167 ikuidambe:

168 itta:dambe:tall,ittambe:tli2 16g itta:dzo 17o klttoamedambe:
171 diurriso:da 172 josaso:da 173 bjo:kirafi:.±.k,janderuaraSi:

174 amedaso:da 17s takaiso:da 176 ita:so:da 177 ￠urd3isannojo:da
eema･ISZEnlreifi" ls6ikurkaikane:kals7darenaikuakalssandalsgdareka
190 dokoJiika lgl itsurka lg2 i:nokana lg3 dareljajaruamonka
194 jarane:kotonaarurmonoka lgs kuiruida:to
EEptlltikgin 2o6 moratta 2o7 kvarroiXll 2os jatta 2og kruretaka

6VNS')iSIIifi 241 arioato:godzaimasua

569662 SRstgKag!}}nrwSiSwtNma
E}it!it･scIE･eeieEiStSl 147 hajakuaokiro 14s gakkornaosokuanaruakarahajakuaoki
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ro 14g mado:akero lso hajakuaakenaika lsl (sottrie)ikuina
152 abuinaikarasottti:ikuina ls3 ittewadamedajo
154 ikanakerebanaranai
wame'stma 155 ikuajo 156 oregailsuajo ls7 a:anohanawakire:dana:
kg.eniE･eSt21ZiEII lss ike:toometterw,ikuabe:toomo:jo lsg ikanai
160 ikuibe:jo 161 ikitaina: 162 ikitakuatetamaranai
'
ikitakuatefo:nanai 163 ikitakurnai 164 ittemoraitaina:
ue.igR!/S,.fikasillSl 16s ikuidambe: 166 ikanakambe: 167 ikcudambe:

168 itta:dambe: 16g itta:dambe: 17o taite:amedambe: 171 thuariso:da
172 i:jo:da 173 bjo:kid3anaikaS,bjo:kirafi: 174 amedatojo
175 takairati:,takaitojost 176 ita:tojo,itarati:
177 diurd3isannojo:dafa,diurd3isappipiteirua
eeRdi.Nma ls6 ikurkaikanaika ls7 dareljaiktuka lss api: lsg dareka
190 dokopika lgl itsurka lg2 i:kana:,i:nokana: lg3 darenajaruada:
194 jaranaikotonaarurmonoka lgs kurruatoja
EipteceiSgel 2o6 moratta 2o7 kurre 2os kurreta 2og kurretekafa,jattekal!>

asVS'DiStSl 241 do:mosurimaseNitadakimasut

569757 SI!S(gtsSl!Mmept*
tflr4}･ru.geZIiStlfl 147 okine:kajo211 14s hajakurokiro

149 mado:aketekuinne:kana: lso hajakrllmadoakene:kajo
151 ittSa:damed3ane:kajo,ittta:damedajo ls2 sottti:ittta:dameda
ls3 ittta:damedajo,ittSa:ikene: ls4 ikanakerja:So:oane:
wtsc.bl4Selilafi lss ika: ls6 orenaika: ls7 anohana:kire:dana:

kwt.gthRI}･nYilg$l lss ikuibe:toomottepkedo lsg ikane:,ikuimooka
160 ikurbe;jo 161 ikite:na: 162 ikltakuatteto:nane: 163 ikitakane:
164 ittemoraite:dakedona:
ma･Iee/k.fiiesiSZSI 16s ×ikurbe:toomo:kedona:,ikurdambe:2st 166 ikurme:21,
ikanakambe:t}!,ikane:dambe:Zli 167 ikuindambe: 16s itambe:
16g lttandambe: 17o te:ne:amedambe: 171 diuariso:da 172 Xjokambe:na:
173 wadzuarattend3anakambe:ka 174 amedatojo,ameraJi:jafa
175 take:so:da 176 ita:datojo 177 diuid3isaNmite:da
ewdi･!SiffSl2Sl ls6 ikuakaikane:ka ls7 dareljaikuaka lss apijo lsg darekapa

190 dokkapi lgl its"ka lg2 i:nokana,i:dambekanafa
193 darenajaruamooka lg4 jane:kotonaankai lgs kuandato
Ieet2eiSilfi 2o6 moratta 2o7 kurreja,kuanne:kafa 2os kurretajo 2og kuaretaka

'

MbS'piSXEII 241 do:mosuimmasenne

569895 Sdil(gtsMeeX/k*S3Tg
tf}r4}.ailtrdL･ma 147 hajakurokirojai 14s konobakajaro:itsutmadenetendai
14g o:isokonomadoaketekuannaika,aketekuanne:ka,aketekuarejo
lso madoakene:noka,naJiiJltendaiha:kvaakeroi lsl ittfa:ikene:jo,
iktunajo,ittfa:damedajo: ls2 sonnaho:eitttadamedaikene:ikene:,
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sonnaho:eittfa:dameda ls3 ittJa:ikene:damedajo,ittfa:ikene:jo
154 ikanakja:igene:nda,ikanakja:ikene:nda
dess'dr[glji!ifi1 lss ikursaZli1,ikurjotli2 ls6 sorja:orejo,orenaikvanojo,

sorja:oresa ls7 arja:kire:dana:,a:dzuitbuiNkire:dana:
PdJZ'ebi9S.nStiSISt lss ikvabe:toomotterui lsg ikane:ja 16o ikuibe:jo
161 ikite:na:,ittemite:na 162 ikltak‑tetamanne:jo 163 ikltakwne:ja
164 ittemore:te:, ×ittemore:te:na:
ma･ew.e,.fikma$Xijl 16s iktund3a:ne:ka 166 ikane:daro:na:
167 ikuind3a:ne:ka 16s ittandaro: 16g ittandaro: 17o tabztiNamedaro:
171 Xjattekiso:da,diurriso:da 172 josaso:da 173 bjo:kiraSi:
174 amedatojofa,amedaso:daL!> 17s take:so:da 176 itandaso:da
177 diuad3isammite:da
eema･BZEkffM ls6 ikvkaikane:ka ls7 darenaikpaka lss nandai lsg darekana,
dareka lgo dokkapi lgl itsrpka lg2 i:nokana,i:nokana:
193 darepajarurmonka lg4 janne:kota:ne:jo lgs kuaruandatte
ESptltiltSl 2o6 moratta 2o7 kuarejo 2os jattajo 2og jattaka

aV8' )iElfl 241 arinatogodzaNsita
569961 SRfi(g5tllptatmpa,iK3Te
ffu4tr'#al 'geiiSiiSiliSl 147 okirrud3ikand3a:naino

14s okirojosonnakottfa:damed3ane:ka 14g aketejo lso do:titeakenaino
151 ikrllna ls2 ikuind3ane:jo ls3 ittta:damedajo

154 ikanakerebanaranai,ikanakja:naranai$
dess.dvgSeil2Sl lss ikua,ikwjo ls6 orenaikuandajo ls7 kire:nahanadana:arewa
PE!NigN'Ebft)S･eegiSgl$l lss iko:toomotterui lsg ikanaijo 16o iko:jo

161 ikitaina: 162 ikitakuatetamaranai,ikitaktuteSo:oanai
163 ikitakuinai 164 ittemoraitaina:
?EEicgg.ISIfiS,.tiikasiStEfi 16s iktund3anai 166 ikanaind3anaino,ikanaidaro:

167 iktund3anaikana: 16s ittand3anaino 16g ittand3anaino
17o amedaro:o ln diuiriso:da 172 josaso:da 173 bjo:kiraSi:
174 amerati: 17s takaira": 176 itarati: 177 thurd3isannojo:da
eema'MinilireIln ls6iktukaikanaikals7darenaikurndakalssnapi:
lsg darekana lgo dokkapi lgl itsurka lg2 i:nokana
193 dareoajaru:monka lg4 jaranaikotooaaruimonka lgs kurruindatte
]{liptiltiltlll 2o6 morattajo 2o7 kuirenaika 2os jattajo 2og jattaka

zaVS' )iESI 241 suimimasendesuinedo:mokonnakekko:namonomorattetal

570140 *EURXmetsftuawrfijuaSee
6itr4)･su! :t .geiifiStlll 147 ogina,ogirojo 14s hajakuogirotal

14g madoagetekuejo lso hajakumadoageroww lsl egunajota! 152
lll ls3 ettenaNne ls4 eganakutenaNne
desc'axgSIJfi 155 egu ls6 oreljaeguNda,oreeguNdatw
157 anohanakire:dana:g
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eguna

keq.gthRIE.i$iliJfi lss egubetoomotteru lsg egume: 16o egube: 161 egidEna:
162 egidakudeto:ne 163 egidagune 164 gttemore:de:
ma.ew.e,.tikmailgfi 16s egube: 166 eganakaNbe:{IF,eganekaNbe:,eganebe:
167 eguNdaNbe: 16s ettadaNbe:fa,ettabe: 16g gttaNdaNbe:
170 tabuNamedaNbe: 171 ￠uriso:da#. 172 josaso:da.H.: 173 bjokinojo:da
174 amedaso:da#. 17s tagagso:da y6 edaso:da 177 diud3isaNnojoda
EIEIIdi･iSZ/ua ls6 eNkaeganeka ls7 dareljaeguka lss naNda lsg darekana2,
daredakaes lgo dogokani,dokkaniEISie lgl etsutsa lg2 e:nogana
193 darepajarumoNka lg4 jaranaekotonaarumoNka lgs kuNdatte

am 206 morattaipe. 2o7 kuejo 2os kuttra 2og kuttraka
asUNSO$2Sl 241 taeheNdanaekoNnanititemoratte
570185 asftvanjAftMK5eptE[rptMta
fi4t.atfiS .geiljKER 147 mo:okine:ka,okine:kamo:d3ikaNdazo: 14s ogiro21!,
ogironaniriteNdatl! 14g madoagetekuNne:ge:211,madoageteogure2IE2

150 naniSiteNdaagero lsl (sottta)ekuNdene:zo:me ls2 sottSaeguna
153 ettenaNne: 154 eganakutenaNne:
tsss.itma 155 egujo,egutw ls6 orenaegu,oreegu,orenaeguNdajoZl,
oreeguNdaS ls7 anohanakire:dana:tl!
ita.ev)ftit.tYilZSI 158 eNkateomotteru 159 egume: 16o eNbe: 161 ggitE:na:
162 egitakutenaNne: 163 egitakune: 164 ettemore:de:
?fiiij.me･fikPifiiESI 16s egube: 166 eganebe: 167 eguNdabe: 16s ettappe:
16g ettaNdabe: 17o amedappe:211 171 diuriso:da#. 172 e:jo:da
173 bjo:kiraJi: 174 amedatrike: 17s tage'so:da 176 edatSike:
177 diU3isaNmite:da
eema.NEEiliSl ls6 ekkaegane:ka ls7 dareoaeNka lss naNda lsg dareka21i

lgO dokonika lgl etsuka lg2 e:nokana lg3 darepajappeka
194 jaNne:kotopaakka lgs kuNdatte
lglept]eiSZlfl 2o6 moratta#.; 2o7 kuejo 2os kuttta 2og kutttaka

MUS' )iSti$l 241 taeheNdattane:koNnaniJitemoratte
570235 *N'UMNMtKiJN5EFE[r41)Ifopee
di4I;.#th･esif$251 147 egirojo:ogirojo: 14s hajaguogirohajakuogirotteba
149 madoagerojo:madoagerojo:,madoagenajo:
lsO madoageromadoageromadoagerotteba
151 (sottSa)gguna:sottSaeguna'sotttaegunajo:
152 sotttaegunattebasotttaggunatteba,
konojarosottSaegunakonojarosotttaettSadamedasottSaettSa....dame
datr ls3 etteegene,xetteegenejo:,ettedamel92t ls4 eganaNne:
desc'bl4SE51 155 ggu,egujo ls6 oreeguNda ls7 anohanakire:dana:
kwt･ebSE･ngilZSI lss eNbetoomotteru lsg egane: 16o eNbe:,egube:
161 egite:na: 162 egitakutetamaNne: 163 egitakune: 164 ettemore'de:
?ffS･i9erlk.fikmaiSiifl 16s egube: 166 eganebe: 167 gguNdabe' 16s ettabe:
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169 ettaNdabe: 17o amedappe'Zl! 171 diuriso:da#.; 172 josaso:daet,
e:jo:da 173 bjo:kirari: 174 amedaso:daiif. 17s tage:so:da 176 etaso:da

177 diud3isaNmite:da
fima･iSZIiEiltifl ls6 ekkaeganeka ls7 dareekka lss naNda lsg darekatll

190 dokkani lgl ltsuka lg2 e:gana lg3 dareoajarumoNka
194 jaNnegotonaarumoNka lgs kuNdatte
}esptltiSiSl 2o6 moratta #. 2o7 ogure{}> 2os kuttta 2og kuttfaka

36V}IS')fStgl 241 do:moarinatotaeheNdane
s7043o *ta.kRXS(;Rlasi2SigXwrJkflPfitrtn7tlkij￡

de4}'#/th･aliime1 147 e:kodakarahajakuokinasae
148 XhajakuokinardenaNda,hajakuokinetodamedadzo
149 madooaketekurene:ka lso hajakumadooakerotteju:nonina:riteake
ne:Nda 151 gttedamedajo,ettedamedadzo
152 jukunatteju:nonina:JiteekuNda ls3 ettenaNnedzo
154 eganekkanaNne
tasu.stqSE2S2Sl lss Ngusa ls6 orerguda ls7 anohanakire:dana:

kX･EbkiE･egijSSI lss rgubetoomotteru lsg eganae 16o rgubejo
161 egitena: 162 egitakutejo:ne 163 egitakune: 164 ettemorede:
#kg･ew.g,･fiimaiSZSI 16s rgube: 166 eganakappe: 167 lguNdappe: 16s gttappe:
16g ettaNdappe: 17o tabuNamedappe' 171 thuriso:dail#. 172 e:jo:da
173 bjo:kirati: 174 amedatSike:{},amedaso:da#. 17s tage:ttike:{I},
tage:so:da 176 edattike:{I},edaso:da 177 diud3isaNnojo:da
eema･iiEitklgEII ls6 egukaeganeka ls7 dareeguka lss naNda lsg darekatll

lgO dogokani lgl etsudaka lg2 e:nokana lg3 darenajakka{},
darenajarumoNka lg4 jaNne:ketonaarumoNka,jaNnedegrarekkafle

195 kuNdatte
waptiE51 2o6 moratta.li.: 2o7 kuejo9,kure#. 2os kuretafa,jatta#.

209 kuretakafa,jattaka#.
toVtS')iltSl 241 do:moarioatotaeheNdanae

571029 asltRepaM44Seezawr
fù;ltr･igh{tlk･geifiiSl 147 hajakuokitarajokaNbe:

148 hajakuokironaNdeokineNda 14g hajakumadooaketekuNne:ka
150 hajakumadoakene:kahajakuakero,hajakumadoakerohajakuakero,
hajakumadoakeronaNdeakeneNdahajakuakero lsl eguna
152 jukunawakaNnenoka ls3 eQcjadamedajo: ls4 jukanaQkjanaNne
wtfi'st4SEiSZSI 15s jukube' ls6 oreoajukuNdajo ls7 anohanakire:dana
kZ.enIiii･n$ljSiSl lss ekuNbetoornoQteruS,eNkatoomoQterust lsg ekane:
160 ekaneka 161 ekitena: 162 ekitakutetamaNne: 163 ekitakune:

164 eQtemorete:
?eES.twsc.fikmaiS:Sl 16s ekuNbe: 166 eganekaNbe:lie,eganebe: 167 ekuNdaNbe:
{g>,gkuNdabe:ss 16s eQtaNbe: 16g eQtaNdaNbe: 17o tabuNamedaNbe:
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171 diuriso:da#. 172 josaso:da#. 173 bjo:kirasi: 174 amedaso:da.ti.:
175 tagaeso:da 176 edaso:da 177 diuzisaNnojo:da#.
eema.IftESiSl 186 eQkaeganeka ls7 darepajukuka lss naNda lsg darekana{},,

daredakast lgo doQkani lgl icuka#. Ig2 e:nokana lg3 darenajaQpeka
194 jaNne:kotonaaQka lgs kuNdaQte
pttptJeil21fi 206 moraQta#. 2o7 kure#. 2os kuQcja 2og kuQcjaka

6V6')iSglfl 241 gote:ne:nisumimaseN

571241 *meMMaJilasercwritfi¥ma
ditriit.XiE･geiEKEII 147 mo:ogSrojo: 14s naNdeogineNda

149 madooaketekuNnjeka: lso hajakumadoagero lsl IQtedamedajo:
152 Zguna 153 IQtedameda 154 eganeQkanaNne
tasu'axma 155 lnu 156 orernuNda ls7 anohanakire:dana:
skig.tm･nXilesl lss eNkatoomoQteru lsg egane: 16o eganeka{IS,,eNbe:as
161 Xgite:na: 162 rgitakutetamaNne: 163 igitakune: 164 eQtemore:de:
va･Jtskfi".･fikesiSVfi 16s ×ZgukamosiNnje:{},Zgube: 166 eganebe:

167 XZgunogamosiNnje: 168 gQtaQpe: 16g eQtaNdabe:g
17o kiQtoamedaQpe: 171 huriso:da#. 172 e:jo:da 173 bjo:kirasi:
174 amedaso:da#. 17s tage:so:da 176 gdacike: 177 huzlsaNnojo:dai#.;
jea!I!S.MffSiSl ls6 eNkaeganeka ls7 dareoaeNka lss naNda lsg darekatli
lgo doQkani lgl Zcudaka lg2 e:kanaflP,e:nokanall>Zll lg3 dareoajaQpeka
194 jaNnekotoaQka lgs kuNnoka,kuNdacikeka
ISpt!ltftJfi 206 moraQta.li.: 2o7 kuejo 2os kuQcja 2og kuQcjaka

6VSoili51 241 taeheNdesune
571394 *gftRUNto*iIfiliC{!ISiiSlzl￡ffl]7MM

di7tlltr.aStwt .eSiljSkSl 147 hajakuokinasae,hajakuokirojo21

14s okirotojuQtanoniwakaranaeka,okirotojuQtanoniwakaNneka21
14g madooaketekure,madooakenaeka,madoaketekure21!
150 madomadoanoakenaenokahajakuakeroje,
madoakene'nokahajakuakerojo$ll lsl egunajo ls2 naNdesokoniekunoda
153 eQcjadame,gQcjadamedadotli ls4 gganakucjanaNne'
wtsu'ax4Sgrelj1 155 ikusa ls6 oresaZl!,oreikuNda ls7 anohananokire:nakoto,

k1re:dana:anohana
kal.kbRiS.‑¥ilglfl lss eNbetoomoQteruZ}l,egubetoomoQteruZl! lsg egame:tll,
egume:Zli 16o eNbe:tli,egube:21 161 ekitena: 162 egitakutesjo:ne:{?F,

egitakutetamaNne: 163 ggitakune: 164 eQtemorete:
IEftig.iSlkft.fikPfiiSgEijl 16s ggube: 166 eganakaQpe: 167 eguNdaQpe:

168 eQtaQPe: 169 eQtaNdaQpe: 170 amedaQpe: 171 diuriso:da#.
172 josaso:da#. 173 bjo:kirasi: 174 amedaso:da{e#i,amedacike:SLJ)
17s tage:so:dafa,tage:cike:S 176 etaso:daie,gtaeike:
177 diuzisaNmite:dafa,diuzisaNnojo:da#.
zeEfldi･NESIiSl ls6 eNkaeganeka ls7 dareeNka lss naNda lsg darega
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lgo dogokani,doQkanitw lgl icuka.li.: ,icudaka$ lg2 e:nogana
lg3 darejarumoNkaE?>,darejaQpeka lg4 jaNnegotoarumoNka lgs kuNdaQte
Ieet4tiESI 2o6 moraQta#. 2o7 kuijo,kuNnjega 208 kuQcja 20g kuQcjaga
Mb?IS'piSgiEl 241 korewagote:neni

571410 asitvaLNbgfiXdiktwrXopZle?rpwr
tfilrti}･#LLlt.scma 147 hajakuogirojo: 14s hajakuogine:ga
14g madoagetekuNneka lso madoagero lsl gguna ls2 gguna211

153 ettenaNne: 154 eganekanaNne
whsu'blg%iigl 155 ggu 156 oreoaeguNda ls7 anohanakire:dakototr,

anohanarippadakototr
kki･ebE9E･eStilESI lss egubetoomotteru lsg egume: 16o ggubejo
161 ggide:na: 162 egitakutetamaNne: 163 egitakune: 164 ettemorede:
tEij･nv/#,･{iiasiSgfi 16s egube: 166 eganebe: 167 eguNdappe' 16s ettappe:
169 ettaNdappe 170 tabuNamedappe 171 diuriso:daitt.; 172 josaso:da.ft.

173 bjo:kiraSi: 174 amedaso:da#. 17s tagagso:da 176 etaso:da
177 diud3isaNmite:da
eema･5iiEiSIEII ls6 eNkaeganekka ls7 darenaeguka lss naNda lsg darega

lgo dokkani lgl etsudaka lg2 g:beganae,e:nogana
193 darepajarumoNka lg4 jaNne:kotonaakka lgs kuNdatte
leet4eilZSI 2o6 moratta#. 2o7 kure#. 2os jattabl#.,kuttraiS 2og jattaka#.,

kuttsakailf
asVS')iS2JN 241 do:mosumimaseN,do:moarinato:
572012 tM<."R;IIgesSffiftpNwr
tfit4}･Z;tl{ilt.Xilj}iS2Sl 147 hajagurogZrotal 14s hajagurogi'ro:211 14g madoagero

lso agerottfl:ba:nandeagene lsl rgtundane:zo ls2 lguana
153 rguandane:zo ls4 rganagerjananne:,lganagerebananne:
tass'stngeSStSl 155 lgurbe 156 ore:Zgurnda ls7 anohanakZre:dana:
kEtHi"･2EbE9S･nseilXEl lss zgtubedomotterua lsg rgane: 16o rgurbeja 161 Zg!dena

162 rgrdakvteJa:ne: 163 rgldaguane: 164 rttemorarde
?ffISI.ew.e,.ffiPfiilafi 16s l'guandane:gana,×lgumdambetoomo:t}1 166 lganagambe

167 1'guandambe 16s rttandambe 16g lttandambe 17o amedarnbe
171 thvarlso:da 172 e:jo:da 173 ambe:warr:jo:da 174 amedado,
amedattsua:nda{e 17s tagalttturhanatrda 176 ldatt:ur:nda
177 diur3rsanm:de:da
9eifS.!rtii$Zlfi ls6 Zguagal'ganega ls7 darel'guaga lss nanda lsg daregana

190 dokkaJiX 191 rzrllga lg2 i':gana lg3 Xdaremojamme lg4 k;ttojaruijo

195 ktundatte
waptiiEiEE 2o6 morattajo 2o7 kurroja 2os jattajo 2og jattaka
asVS')ijSVil 241 arl'ljato:
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572084 ilE7k!Eifwawwwrmapmer
diri?i･#al .eeE$glfl 147 okiteko:,okina 14s okiro 14g akero,aketekure,
aketetto:dal lso akeroZ}i lsl ittta:damejo ls2 jukuna,ikund3anai
ls3 Xittta:ikenaitlll,igurnaXI!2 ls4 iganakerja:narane:

desu'skua 155 ikuzo: 156 orenaiku,watarioaikimasu
ls7 utsukuSi:hanadagototli,kire:dakoto9
kN･en9E･e$iSi!fi lss igo:toomotteru lsg ikume: 16o ikube: 161 ikite:
162 ikitakuntetamanne:,ikitakuttetamanne: 163 ikidakune:
164 ittemoraite:
?ffIEit･ts31!III.fikmaNfi 16s ikube:,igube: 166 igane:gambe:,iganaikambe:

167 ikundambe: 16s ittandambe: 16g ittandaro:,ittandambe:
170 tabuNamedambe 171 diuriso:da 172 josaso:da,Xikambe
173 bjo:kidambe 174 Xamedambe,amedaso:dath 17s takaiso:da,
takaizo: 176 itandaso:da 177 diud3isannojo:da
fiIISr!SiliSZ51 ls6 ikukaikane:ka ls7 darenaikunka lss nanda,nandaja
189 darekana 190 dokkarii lgl itsuka lg2 i:nokana:,i:kana:,ikambeka
lg3 dareuajarumonka,darepajakka{}, lg4 jarane:kotonaakka
195 kundatte:
}eaptlleiltlfl 2o6 moratta 2o7 kureja‑lt,Xogore‑F 2os kuretejatta 2og kuretaka,

jattaka
SUS' }ilglfi 241 arinato:,aooato:

572176 *eeMpteJllasueliU7"Sl(figt?eLLiew#
diiit. !lsiltt .iEiR$a;l 147 hajakuokinasaitr 14s naNkaemojuttanoninaNdeoki

naenoka 14g madoakenasaiilll lso naNkaemoju:noninaNdeakenaenoka
151 jukuNdanaejo ls2 ekuNdanaezo ls3 etteegene: ls4 eganagenaNnetll
desc.dr4SeireSl lss juku,ekuNdaig,gkusag ls6 oreljaekube:,oreuaekuNdajolll
ls7 anohanakire:datli 1 ,anohanakire:nakotoXl! 2
kZ･eviRiS.t$iSfijl lss egube:toomotteru lsg egume: 16o egube:
161 egite:na 162 egitakutetamaNne: 163 egitakune: 164 gttemore:te:
lesl.me.fikrifiil251 16s gguNbe: 166 eganakappe: 167 eguNdappe:
168 gttappe: 169 ettaNdappe: 17o amedappe:Zll 171 thuriso:daS#.
172 josaso:daitt.; 173 bjo:kiraSi: 174 amedaso:da#.,XamedadoEIStll
175 tage:so:da 176 etaso:da 177 diu3isaNmite:da
eema･!StsgilVfi ls6 eNkaegane:ka ls7 dareuaeNka lss naNda lsg dareka2e,

Xdaredakatr lgo dokkanig lgl etsudaka lg2 ekappekana
lg3 darenajarumoNka lg4 jarane:kotooaarumoNka lgs kiNdatteS,

kuNdatteM
IeepttiStEfi 2o6 moratta#. 2o7 kureZ,xkurero2t 2os kuretafa,jattq.ti.:

2og kuretakafa,jattaka,kuttSakastd>
toU?IS')iStlfl 241 taeheNdesune:do:moaripatogozaimasu
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572351 *SUwtVNt)gmeM[HTue[ET
tf}l4t.altrtXlt.SfillMn 147 hajakuoginahajakuogirojo

148 nanisiteNdahajakuogiro 14g madohajakuakenamadohajakuakeruNda
jo lso nanisiteruNdahajakumadoageroZli lsl inuna 152 inuna
153 eQtedamedajo ls4 eganakanaNne
ksc'axma 155 inu 156 oreinu ls7 anohanakire:dane
:;kig･Ebklg･nYilan lss egubetoomoQteru lsg egume: 16o egube'
161 ekitena: 162 ekitakutetamaNne: 163 ekitakune: 164 eQtemorete:
?EkEl･tsllj9",･tiftmaiSgSl 16s egube: 166 egume: 167 eguNdaQpe: 16s gQtaQpe:

169 eQtaNdaQpe: 170 amedaQpe: 171 diuriso:da.ti.: 172 josaso:da#.

173 bjo:kirasi: 174 amedaso:da#.,amedacike: 17s take:so:da,
take:cike: 176 etaso:da,etacike: 177 diuzisaNnojo:daec,

diuzisaNmite:daS
ftma'ifi:"SSi51n ls6eNkaeganeka,egukaeganekals7dareeNkafa,dareeguka
188 naNda lsg dareka lgo dogokani,doQkaniil>$ lgl izuga,ieudaka9st
192 e:nogana 193 darejarumoNka{e,darejaQkaS lg4 jaNnekotoarumoNka,

jaNnekotoaQka9st lgs kuNdaQte
I{ltpte]e71elfil 2o6 moraQtai#.; 2o7 kuro 2os jaQtaen,kuQcjass 2og jaQtaga{le,

kuQcjagast
6US' )iS:[Il 241 do:moarinato,taeheNdesunesumimaseN
573O61 de*fizaGasgiilEJilifi]1)S#:IIIIiilEJtl

it<b.tilltlUk･Xma 147 okXna:tll,oklro: 14s okrro: 14g madoaketetSo:dar?l,
rnadoaketekuaro:naXli lso hajakuaakero: lsl rkuan3anal'joM,Zkuandane:zo
ltf 152 rktundane:,!kurn3ane:M ls3 tttewadameda
154 lkanakpatJananne:
tasu.blngerefi 155 lkuatomo ls6 orenal'ktunda:,orenal'ktube:

157 anohanakrre:dana:
jleceq･gibkE･itStilVifi lss Zmbetoomotterur lsg l'gurmaz 16o rmbejo 161 l'k;tena:,

l'kl'te:{l};, 162 Xkttakurteta:ne: 163 rkrtakane: 164 Ittemoratte:

?Ek¥'ma.tXeaEliSl 16s lmbe: 166 Xkanakambe: 167 rkuindambe' 16s rttambe'
169 lttandambe: 17o k;ttoamedambe' 171 diuirlso:da 172 josaso:da
173 bjo:klraSr:,bjo:k':'mlte:da 174 amedattSl'tta,amedattgtta
17s takalttfrtta,takal'ttetta{i5 176 ltatttltta,ttattetta
177 diua3Zsanmlte:da
eema･5ZllliSIXfi ls6 rkuakarkanarka ls7 darenal'kka lss nanda lsg darekana

190 dokkaJil lgl ttsvka lg2 l:nokana: lg3 darenaswrcumonka21il,
dareoajarutmonkaZli2 lg4 kanarazvajarurjo lgs kuindatte
tiIEpt;tilXfi 2o6 moratta 2o7 kturo:{l},kwre:L!> 2os jatta 2og jattaka,evehtai
IE}U1!S')ilZIfiI 241 do:moarZpato:lll,do:moar1'natogoza1maspa.lt
573134 utijild4/ tw.asJkEFiHT?tigM

di741r･ijth･eeE${M 147 hajaguogina 14s hajaguogZro 14g madooagena
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150 madoagero 151 (sotttsa)eguna ls2 sottSsaeguna ls3 ettfadameda
154 eganagenanne
desc･drg%gEII lss egu ls6 orepaegunda 157 NRtr
keq.en9E･tSiSiSl lss egubedoomotteru lsg egamE: 16o egube: 161 enZde:na
162 egrdaktefo:pane 163 egrdaganeilflli,egldagunesu 164 ettemore:te:
?IftEg.tsIRS,.fikma2Sall 16s egundappe,egube 166 kgttoeganedappe,kgttoegame

167 egube,egundappe 16s ettandappe,ettappe 16g ettandappe,ettappe
170 amedappe 171 xurZso:da 172 josaso:da 173 bjo:gl̀ratr,bjo:gZdappe
174 amedattJu:,amedattru:gododa 17s tagettSu:,tagettfu:gododa
176 edattSu: 177 xud3rsammlde:da
eelldi.NESItEII ls6 egugaegane:ga ls7 darenaeguga lss nanda lsg daregalja
lgo kokkani' lgl edzuga lg2 jogappega lg3 darenajappega
194 jarane:godaamme lgs kundakke
waiStSi 206 moratta 2o7 Xogore,Xkuntro$l! 2os jatta 2og jattaga
toUS')iSilfi 241 arlnato:godza5s,arrnato:pa5s

573169 pt#demaasE!l;EIN)ktp
ditrtft.antt .eesmeSl 147 i:kagenniokiroja,i:kagenniokitarado:da 14s okiro
149 aketese:setofiroja lso agerottsurttara lsl iljurnaja
152 ikurndane:ttfinoni ls3 ikuandane:ttfinoni

154 inanayenannendavana:
desc.skgSelil2Sl 15s iljurjo ls6 orenainuanda ls7 kire:dana:konohanawa
kZ･gthYE.nS21iiSil lss inuibetoomotterut lsg ipame: 16o imbeja:

161 ioiSeana 162 ikltakvtetamanne:na: 163 ioitalstunai

164ittemore:de:ndaoana: .
va.tskf/",･fikFtasZlfi 16s inuindappena: 166 inarne:na: 167 inu!ndappena:

168 ittandappena:,ittappena:stL!> 16g ittandappe:na:
17o tabuENamedappena: 171 hulriso:da, 172 josaso:da 173 bjo:lsirafi:
174 amedaso:dana:,amedatttige:st 17s tagaiso:da,talse:ttSlke$
176 iSattSlkena 177 hvat4sannojo:da
eeIIdi.stffSStlfi ls6 ipkainane:ya ls7 dareeaeniga,dareoaenna lss nandajo

lsg dareka lgo dokkani lgl itsvka lg2 e:nkana:211 lg3 dare:jammonka
194 janne:kotoamme: lgs kindatte
}eepttilXlfl 2o6 moratta 2o7 kuaijotal,kurijoja:ta!,kuantfoidl,kurntroja:iiE

208 jatta 209 jattaya
6VS')ileSl 241 arinato:
573277 utmai iSptEillf)ktiitwth

ffitrtft.ISNt :.XEEi*tijl 147 hajaguogrna 14s hajaguogzro 14g madoagedekunnja

150 madoagero' 151 (mogo')eguna,(mogo')egundene:do ls2 mogoeguna
153 ettedameda ls4 epanekkenanne
desu.skqSeillSl lss eou ls6 orenaenunda ls7 anohanaklre:dana:

kN.ktntIS.egiliSt lss egubetomotteru,embetomotteru lsg egame
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160 embejo 161 ekgtena 162 ekgtaktetamanne 163 ekgtagane

164 ettemore:de
reE.IISI",･fikmaiasl 16s embe 166 egame,enanendappe 167 egundappe
168 ettandappe 16g ettandappe 17o tabuNamedappe 171 xurrso:da
172 josaso:da 173 bjo:grratX: 174 amedaso:da 17s tage:so:da

176 edaso:da 177 xud3rsammZde:da
eema.fith712M ls6 egugaeganega ls7 dareoaepka lss nanda lsg darega
190 dokkanr lgl etska lg2 e:nogana: lg3 darepajammooka
194 jannegodoarumonka,jannegodoamme lgs kindatte
RljptileiltEII 2o6 moratta 2o7 kure 2os jatta 2og jattaga

loVS')iW$l 241 ar1nato:godzaLmas,arZnato:godz5:s
574088 de*RJvaasEfi>kwr)kflP=‑tt
tfliEit.;!;{iEt .iosiSiSVifil 147 oginasai 14s hajaguegiro: 14g agenasai,Xjare:

15o nandearehodojuttanoJiiagene:nda,hajaguagero: lsl ittedameda:
152 ittedameda: ls3 ittedameda ls4 iganagurebadameda,

ipanageredameda
deua'ax4kSiSl lss inube:,inujo: ls6 orenainunda ls7 arakire:dejogattana:
kE,',,i.eeiE･reg2Sl]fi lss imbetoomotteru lsg iganai 16o imbe: 161 ikite:na:
162 ikitaina: 163 ikltagane: 164 ittemoraide:
#Ei!'igkflS,.fikmaX!E 16s igundappe: 166 iganaindaro:,igane:ndappe:
167 igundaro: 16s ittandaneega 16g ittandane:ga 17o amedaro:,
Xamenadiukkatinne: ln ×diuttekvkkafinnai,diuriso:da 172 josaso:da:
173 bjo:kinaakkatinne:,bjo:girafi: 174 ×diuruttsutta,×thukkaSinne:
175 tagaittsuhanarlda 176 Xidandane:ga:,idandattsu:hanafida
177 diud3isanninidera
eefldi･MffSSSI ls6 tkukainaneka ls7 darenaigundaga lss nanda lsg darega
lgO dogokapi lgl izuga lg2 i:ndanka lg3 daregajarumonka 194 NRtai

195 kundatte
E2pteleiE]ifi 2o6 moratta 2o7 kuroja: 2os jattanda 2og jattaka:

6VilS' )iliSl 241 aripato:,sumanaine:
574164 ptijlfa/4SI!SEijielllSanertLLf)F!r)ft<tPIer;MSIZteJkiE

tSitr<)･Z!{LEt ･geiil$Sil 147 olstro 14s oljirottsiba 14g aigero lso alserottsiba

151 ikruna 152 tyuanattsiba 153 iyuana ls4 iyanakpattenanne
tass･stngErefi lss iyuabeAa ls6 oregaikuanda ls7 minotonahanadanaXli,

kire:nahanadanatr,uatsurkvSi:hanadata!
alig.eni}.ntktilZSI lss iyuabetoomo:nda lsg iyane: 16o tyurbedane:ya
161 ittem1te:na 162 ikttakpatefikataoane:na:,eoitakwteto:ne:lf

=JES

163 ik̀ltakane: 164 ittemoree:dee:
;Ikij･gl!7St.IiknvilZSI 16s xenkamofinne: 166 eyamee: 167 eyurndappe

168 XittakamoSinne: 16g ittandappe: 17o taSikaamedappe'
171 ×diurtteklso:da',thuariso!dass 172 xjokappe: 173 bjo:kirari:J#.,
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bjo:kidappe:717 174 amedaso:da,amedatts;ke'JEiZli 17s takalndattsike'
176 itandatts;ke' 177 hrud3isannojo:da
eema.rtRStEII ls6 ikwtomoiyane:tomo ls7 deranaekka lss nanda lsg dareka
190 dokkani lgl itspaka lg2 i:ndappeka lg3 darenajamonda
lg4 jattsimauatl!,jarito:stu I.;Zli lgs k̀indatte
}eeptlliSVfi 206 moratta 2o7 kurnriealsa 2os jatta 2og jattaka

6bS'p$an 241 suiimasenne,su:mjansennelf
s74271 pt95t/4asEktsmilimeEg'
ff}r!).;IM.iasi31EIZiEl 147 xoyinasaitll,okltarajoigane:ya 14s oyiro

14g madoayetarae:nd3ane:ya,madoayetarajoyappe lso hajayuaayero
lsl iyurna ls2 iyuandang: ls3 iyrundang:tl!1,itttaiyeng:tll2

154 iyaneyeAananne:
desu.stlgeS*gEII lss invajo ls6 oredajo,oreoaiyuanda‑ltt}i ls7 ja:kire:dana:

kk.tm･eSilESI lss enuabetoomottendana lsg ilsane:,enuamonkatll,
inurmopkatl! 16o iguabedeng:ya,igcubedang:yaja?Ell 161 xitteklkkana:
2111,ikite:na:Zli2 162 ikitakvteto:nanai 163 ik;tayang:

164 ×iyuatoe:ndayana:
ua･)istl!7S,･fikmaiSgll 16s ×enkamoSinne:nalli1,×eytujotli2,eyuabg{!>?i}i3

166 eyane:jotr,eyane:na:tr 167 ×eournoyana,iouandappe
168 ittappena: 169 ittandappe 17o Xameyanatli 171 huiriso:da
172 Xjoyane:yana,Xe:nd3ane:yana 173 hendana:ll! 174 amedattsvkena
175 taye:ttSvkena 176 idattSvkena 177 hua3isammide:dana,
htutf;sammide:dana
paRS.NffEilgfi ls6 eyekkaeyene:ya,enualsaeoang:ya ls7 darenaeokana:
188 nanda 18g dareUa lgo dokkani lgl Xdokkatr,itsvka,ezurdaka,
eddaya lg2 e:yana lg3 darenajakka lg4 janne:deoytumonka lgs kirur=,
kinnoyaSZ}i 1 ,kindatteS;$}i 2
tespt2iSiSl 2o6 moratta 2o7 kuareja:211,kuarero211,kuarerojatll 2os jatta

2og jatteyatli
asVNS' )iltlfi 241 ija:soreado:mo,do:mosorea,arigato:

575161 ptav4SFSfiSFS‑NA
filrtl)･!rwt ･geilSasl 147 oyirofa,oyinasaitl! 14s oyirooyiro 14g agena,
agenasai 15o agero lsl iguandanai ls2 iguadane:,iguadanai

153 itteWaigenai 154 iganageananne:
Xsu.st45eiliSl lss iguajo,igimasva ls6 oreljaiguanda ls7 klre:nahana
kot.Ebfti}.n$iiSISI lss igutbetoomotterui lsg igu:me:,iganai 16' o igjaNSo:tr,

igane:gatal 161 inite:na: 162 ikltakvtera:ne: 163 ikltakane:
164 ittemoree:te:
Ifaij･)Fstge",･fikesiltlSl 16s iguabe 166 igane:daro:‑lt,iganagappe:tal

167 iljvandaro:,invandappe: 16s ittappe: 16g ittandappe:
170 te:gg:amedappe: 171 diruriso:da 172 josaso:da 173 bjo:girati:
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174 amedatJikara 17s tagaittlkara,tage:ttlkarailf 176 idattlkara
177 diZlld3isammite:dana
eema･!SZ/liEilZSI ls6 ikegkaiganega ls7 darepaikvka lss nanda lsg darega

lgO doyoyani,dokkanias lgl itsquka,izuaka lg2 i:noyana
193 darenajarurmonka lg4 klttojartu,janne:lsotoakka lgs kurruandatte
}eeptleiSiSl 2o6 moratta 2o7 kurre 2os jatta 2og jattanoga

i6VtSDiSan 241 do:mogote:ne:niarinato:gozaimasua
575178 ptijlk/4zi(jifiEfMIHT1TE

inti}'¥Ltlt･ma 147 d3rgandeskaraogrnasaLjo
14s nanZStendaedzumadenedenda 14g madooagenasaL lso madoagero
151 (sottrl')egund3anaLjo ls2 sottti'eguna 153 ettfaegene:

154 eganagerebananne,eganaktfananneth
dess'st4SgSl 15s egujo ls6 orenaegunda ls7 kXre:n'isaLderu,klre:dane,
steg l' dane

keq･tm.ittEJg21tlfl lss egutsumorl'da lsg egamaL 16o ekane:ke 161 ekgtaLna
162 ekgtakteSo:nanaL,ekgtaktetkataljanaL 163 ekgtagune:
164 ettemoraLtaL
?Ekig.tsk!l91.fikeeilSl 16s egudaro: 166 egane:daro: 167 egundaro:

168 ettadaro: 169 ettandaro: 17o tabuNamedaro: 171 xurrso:da
172 josaso:da 173 bjo:gXratr: 174 amedaso:da 17s tagaLso:da
176 edase:da 177 xu3rsammZtaLda,xu31sannojo:da
ftiERS･!Sili$g$l ls6 egugaeganaLga ls7 darenaeguga lss nanZ lsg dareka
lgo dokkanr lgl edzuga lg2 e:nokana lg3 darenajarumooka 194 NR
195 kurunoke
leepttiStgl 2o6 moratta 2o7 kure 2os jatta 2og jattaga

il5VS')ilafi 241 ar1nato:,arXoato:godzaLmas,do:mo,do:modo:mo

576180 utijit/4Emameth
fa"ib'#th'XifiiSl 147 oyina 14s oyirost 14g aketetfo:dainess
150 akenasai lsl iyanaide ls2 iyurnd3anaijo ls3 iyurndang:do,
iyurndanaidotr ls4 iyanayerebanannendajona
desu'axll%XiE 15s iyuajo ls6 orenaiytujo ls7 i:hanadana:
kEcil･Ebkl}･tSreifil lss iyutdoomo:ndajona lsg iyane: 16o imbejo
161 iyide:na: 162 iyidakpateiyidakquteSa:ne:ndajona 163 iyidayuane:
164 ittemoraiSe:ndajona
#Eig･wa･fikmaii2M 16s iyuindappena: 166 iyame: 167 iyzllndappe
16s ittandaro:{ie,ittappe:it 16g ittandappe: 17o amedappe'tll
171 ×htuttekuandane:ka,huariso:da 172 ×i:na:tr,×i:do:211

173 karadanaokafi:Zli1,bjo:kidane:ka?li2 174 ×ameda,amedaso:dast
175 taye:do,tayg:so:da$ 176 itandazo 177 hurzisannojo:dakiSikff,
hurzisanniniterurilf
eema･!Siligljllifl ls6 iyuatsaiyane:lsa ls7 darenainka lss nanda lsg dareka
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lgo dokkani lgl idzuaka lg2 i:noyana: lg3 darenajartu
195 kuannoka,ktundattept

lg4 jaruajoZli

wa'!!;iftSl 2o6 moratta 2o7 ktureja: 2os jattajo: 2og jattaya:

asVNS')iStSl 241 do:moarinato:goze:masui

576282 ytij5t/4eekasrwasF
ff}i4)･Zildit ･SWZff1 147 hajayuaoyine:keja211

14s damedane:naome:idzutmademonedede 14g akerojo,ayedoyejo
lso damedane:yaome:ayenayeag lsl iyane:de ls2 ikuanatteba
153 ittewadamedast ls4 iyanpaiyanna
whsc'skqSijSZlfl 155 iljuajo 156 orenaipkara ls7 kire:da,i:na:

kwt.kbiiiE.RSiSISI lss imbesoomottendaoa lsg iyane:jo 16o iyane:ya,
Xi:ndo:tll 161 ittekite:toomo:,iklte:na:ss 162 ikltak"teSo:oane:$

163 ikltakang:jo 164 NR
reS･i{gek.fikasik51 16s inurndane:ya 166 iyane:be:st 167 iptundappe:

16s ittandane:ya,ittandappe,ittappe:st 16g ittappe:
17o tabuaNamedappe:ta!1,xklttoamedappe:tai2 ln ×diwppe:211
172 Xzuabofidailf 173 warruidappe,bjo:kidane:yanasc 174 amedattrtna,
amedattfikeass us takaittJikewanast 176 itandattflke,

itandattfizo: 177 mite:dawanaS
fima.rtma 186 inkaiyaneyasc 187 darenainka lss nanda lsg dareka
190 doyodeya 191 itsegka lg2 i:dappe,i:noyana lg3 darepajandatr
lg4 jakkara,jannettJimo:nakota:ne:ya lgs ktundattSlke:,kurndappe:ta!
EijptgeljSggl 2o6 xmorattSattandajo 2o7 kurrejo2iE,kturerojout 2os jattandajo

209 jattanoka
asVS")iSgijl 241 arinato:
577136 ptijiji/ifMiMfiSKESwrrp
fu<t.Il{ilt.eSifiilfi 147 ogl'darajogappe 14s og!ro 14g agedekureja,

agedekunne:ga lso agero lsl (sottSsa)egundene:do
152 sottfsaettarananne: 153 ettewananne: 154 eganagunanne:
desu'bl4SESSiifl lss egujo ls6 orenaegunda ls7 anohananokrre:dagodo
kEtH)".kbi9i.ntkt2Silfi lss egugadomotteru,eljkadomotteru,embedomotteru

159 egame:,egane: 160 egube:,embe: 161 ekgte:na
162 ekgtakteSo:nane: 163 ekgtagune:,ekgtagane:2 164 ettemore:de:
iEkij.JISI!7",.fikmaSV$l 16s egudane:ganatai,enkamotrnne:?IE

166
169
171
174
177

taSkaegane:dappe 167 egudappe: 16s ettappe,Xettagafrnne:
ettandappe 170 Xkgttoamedagati'nne:,kgttoamedane:ga
xurlso:da 172 josaso:da 173 bjo:glratZ:,bjo:gZdagaSXnne:ilf
amedadojo 17s tage:so:da,tage:dojost 176 edandaso:da,edatJkedo
xud3rsannojo:da,xud3rsanmrde:dali9S{?>

klfldi.NiEiltSl ls6 eljkaeganega ls7 darenaeguga,darepaenka
lss nandatvsoretv lsg darega lgo dokkanr lgl edzuga lg2 e:gana:
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193 darenajakkaja: lg4 jannegodoakkaja lgs kundatte,kundatSkega
waptiSXlfl 206 moratta 2o7 kureja 2os jattakke 2og jattaga

6VS')iE5Z 241 arlljato:godza5rta,arrnato:godzaas,arrnatogas
578084 T;;IiL/EWt}vailiIfitZl!ft

ffti!lt･#th･geil:Elfl 147 ogirojo,okgtaraegappest 14s ogirojo

149 madoagedaraegappe lso madoagerojo lsl (sotttiewa)eguna
152 sotttiewaegud3ane ls3 ettSaegene,egud3ane ls4 eganakttanannest
desc'dr4fiilZSt lss egujo ls6 orepaegugara,orenaegundaM

157 anohanawakire:dana:
kig･gthiii･nktiilVfi lss egubedomotteru lsg egane: 16o egubed3ane:ga
161 egidena: 162 egidaktefo:nena: 163 Xegane:,egidagane:st

164 Xettemora:be,ettemoraidaist
nc')Sif9S.,･fikesiiSgiEl 16s egundappest 166 egume: 167 egudappe,egundappeS

168 ettappe 16g ettadappe,ettandappest 17o te:neamedappe
171 ×xttekttappe,xuriso:da 172 ×e:na:,×egappe$,josaso:dast
173 gue:waridappe,bjo:giraJi:S 174 amedadojo 17s tagaittke
176 edatfke 177 xu31sammide:da
fima.MEiEiXM ls6 egugaeganega ls7 dareegundaljana lss nanda lsg darega
190 dogoniga lgl edzuga lg2 e:nogana: lg3 Xjanne,dareoajarumonka
lg4 jarihanurjaarumonka 195 NRtal
EEpt!tiltlifil 2o6 moratta 2o7 kuro 2os jatta 2og jattagai

asVNS‑)ljSXgl 241 arinado:,ariuado:godzaimafta

s7s123 utijil/4ffsw‑kEo)eevar!fusrp
tfl)i;Ir･X! Llt!ts ･gliiiStlfl 147 oyiroja 14s ogiro 14g mado:agete lso agero

151 igurnajo 152 iguanajo ls3 iganaidene ls4 iganageananne:
asss'bl4ggiS2M lss iguajo ls6 oreoaigurndajo ls7 anohana:kire:dana:

ke･tm･ngiSX$Z lss embetoomo:ndaga lsg igane: 16o iguibejo
161 ettemide:na: 162 igiSakvteSo:ne:na 163 igidagane:
164 ittemoratutoi:ndagana:
#ES'teef/S,･liknvasZ 16s ×igurgana=,×igurbeganata1 166 igane:ndane:gana

167 Xiguanogana 168 ittandappe 16g ittandane:gana,ittand3ane:gana
170 osoragusamedappe 171 ×thu:ttekutnd3ane:gana,×thutttekutndane:gana

172 Xe:dane:gana 173 wazuarattendane:gana 174 amedadojo,amedatfike
kiNi 17s tage:so:da,tage:dojo,tagaitflke 176 idandado,idandajo,
idandadojo,idandatflkekiSilf 177 diurd3isantoonad3ida
lelEllS･iSZ/;l}iS2ifi ls6 igwgaigane:ga ls7 daregaiguaga lss nanda lsg darega

lgo dogogani,dokkaniiili lgl idzurga lg2 i:gana
193 Xdaremojanne:nd3ane:ga?Eli lg4 kanarazuajappetr lgs kuannogasu,

kuannogajallf
twti;iillfl 2o6 moratta 2o7 kuare,kwroE9Siti 2os daSlta{l}i9,jattasu 2og jattaga
toVS')iS2IEt 241 arioato:tli
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578224 ptijaneeUasEvawrgrp
tiitrt!iS.tw･5iiEiiSXIII 147 mo:okitemoi:jo 14s oyirooyiro

149 mado:aketekurrejo lso madooayerotejur:noni lsl ittewadamena:jo,
ittewadameda ls2 iyrunatejur:noni ls3 ittewadameda
154 iyanayeAananne:na:
dess'blma 155 eyurjo,epuajo ls6 oreog:dewaoredatl!,oreoaenvabetoomotte
157 konohana:kire:nana:
MM.EbftE.ntSiSan lss embedoomotteruafa,epuabe:toomotteruatai lsg euane:
16o embe:jo,embejo 161 eoite:na: 162 enite:na:kettotli
163 ePitayuang: 164 ettemoraede
?kEl.)leet7S,.fikcaiitel 16s xenkamoSinne:na:,xeyuikamotinne:na:,eyuibe:

166 eyane:na:,enane:na:,eyanayappe:nt 1 ,eyane:yamotinne:na:21 2 ,
eljanayappe: 167 epurdene:yana 168 Xittayamotinne 16g ettadene:yana
170 Xamedana:,amedappe 171 Xameyanakorewatr,Xhuittekuanna:ta!
172 Xe:na:21,Xe:yana:211 173 waruayurne:yana 174 amena:dojota1
175 tayaitswke:ne:tr 176 eda:na:tsvke:,edana:tsvke:
177 ￠rud3isammide:na:
eema･NligptiliSl ls6 epkaeyane:ka ls7 darenaenka lss nanna lsg dareyaya,
darekaga lgo doigonika lgl edzualsa lg2 e:yana lg3 darenajannajo

lg4 jannayeranamme:jo?lil,jannayerananne:jotl!2 lgs kurnnate:
waS2M 2o6 moratta 2o7 kwrejo: 2os jattajo: 2og kasedayaZli
6US')ili!fi 241 arinato:gozaimasur‑lt,do:moarinato:gozasuaS

579139 Tww]IS!#IS2Swruapt
fi4t･ltRLltt ･eeriSreil 147 ogiroja 14s ogiro 14g ageroja lso agero lsl igtuna

152 igtudene:do ls3 itteigene: ls4 iganagerjananne:
casc.blma 155 iguaSa,igurjo 156 orenaigurjo ls7 anohanakire:dana:
kE.E.i.EbES.tYiStlfi lss iguabe:omotterus lsg iguimonka 16o iguibe:jo‑lt,

iguabe:ja 161 igide:na: 162 igiSagurtefo:ne: 163 igitagurne:

164 ittemore:de:
ilkij･Jl{fi3G･tikneiSgEII 16s igurbe:ja 166 iganagappe:,igame:dzo

167 igtudappe:ja 168 ittappe: 16g ittadappe: 17o o:gadaamedappe:
171 divariso:dana: 172 Xjogappe: 173 guawe:oawaruaso:da
174 amedats;kena' 17s tage:ts;kena' 176 itats;kena'
177 diUEdzrsanmiSe:da
eeIldi.MftngilZSIn 186igvagaigane:gals7darepaiguagalssna'nigalsgdarega
190 dogoniga 191 idzutga lg2 i:gana lg3 derenajarvamonka
194 janne:mononaartumonka lgs kurnnotsana
tRptltiSiSl 2o6 moratta 2o7 kture 2os dasl'ta 2og kas;taga

toLNS' )iStlfl 241 sdimmasendes;ta,arinato:godzaimas;talt

579374 =FjremeEFHigtwpter
die!ib･#tlt･geilmefi 147 hajakuaogirojo 14s Xhajaktufijaoare,
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hajakurokijaoare$,hajakurogijanarest 14g madoakero
lso hajakuragejanare lsl igurna,igrunajo ls2 iguanalli ls3 igvanajoll!1,

igijanannatli2 ls4 iganagerenanne:{I}>,iganagerebananne:{l}
whde'stgeiSgN 155 igurjo 156 oregaiguadajo,iguada ls7 anohanakire:dana:
kigx.2EbftiE･ngil2Sl lss igurbetomotterua lsg igane 16o igane:ka,igtubejo
161 igite:na: 162 igitakurtefo:nane: 163 igitaguane:

164 ittemoraidena:
?Ekij･)ts3af9S,･fikasiltgl 16s iguidene:ka,igurbejo$ 166 iganakambe:{il>,

iganakappe{} 167 iguadene:ka,igurdene:noka,igtudambeXil
168 ittambe:na:,ittadane:noka 16g ittadane:noka,ittadambe:st
17o amedambe: 171 ×diuittekiso:dana:,thturiso:dast 172 Xjokambe,
Xikambe 173 bjo:kidene:noka,bjo:kiraSi:na 174 amedattejtuttetajo
175 tage:so:da 176 idattejtu:dajona:,idarati:,idaso:da
177 ￠ur3isammide:da
klFdi.5Z/9Sl51 ls6 igurgaigane:ga ls7 daregaigrxxga lss nandambe:

189 darekana lgo dokkapi lgl itsuldattaka lg2 i:noganads
193 darenajarurmooka lg4 jannekodoljaartumonka lgs kruttatte
waptrei1 2o6 moratta 2o7 jokose,kurrejo 2os jatta 2og jattaga
MVS"piltEn 241 gote:ne:Jiido:moarinato:,korewado:mo

626709 evesMb4astwkwrjSPopta?utpt
deiit･at!t .geX{S!gfi 147 mo:oken:e 14s hajooke: 14g mado:aken:e:
lso mado:akeNka: lsl it:aradekeNjo: ls2 it:aradeNzo:,tkunatll
ls3 it:araikeNjotlil,it:aradeNjo}l!2 ls4 ikanjadekeN
desc.drg%tgl lss ikujo ls6 oregaikuto3a ls7 anohanarip:anina:$ll,

anohananakanakarip:anina:tr
kK.EbkiS.ngilXlfi lss iko:toomo:ttoru'Ek,iko:toomo:torubl lsg ikume:
16o iko:3ane:ka,iko:ja: 161 ikite:na: 162 ikito:JitedekeN,
ikito:ritemoteNtli 163 ikito:ne:,iko:gotene: 164 it:emoraite:su,
it:emore:te:'Etr
?EftSg.JfSijZE.fikeeas 16s iku3aro: 166 ikaN3aro:,ikume:no:lll 167 ikuto3aro:
168 it:a3aro:,ita3aro:iili 169 it:ato3aro: 17o tabuName3aro:'Etf,

tabuNamejaro:pt 171 diuro:gotearu 172 i:gotearu,e:gotearu
173 bjo:ki3ane:kalli,bjo:ki3anakaro:kaZll 174 ame3agena,×thut:tagena
175 take:tragena 176 itagena,ot:agena 177 diu3isan:ojo:3a,
diu3isan:ijo:nltioru,diu3isan:ogotearu
eema.ISZIiEiltSl ls6 ik:aikaNka ls7 dareNik:a,dagaik:a lss naNja,naNka
lsg darekaN lgo dokonika,doke:kaili lgl itsuka lg2 i:tfaro:kana:
lg3 dagasuruka,dagajaruka lg4 jaraNkota:dekeN lgs kurutoja:
t{IEpt!tiiSgijl 2o6 moro:ta 2o7 kure: 2os jat:apt,xharukonda,kuretaitr

209 jat:aka
asVNS' )iiSXIifi 241 arigatogozaimatita,korakorado:mo
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627712 ptfiRrwtasgEEEpt bl
fu<t.¥th.eSZljlilg$l 147 mo:te:kokuJiinattakaraokiNjaZl 14s hajo:okiro21i
14g madooakeNjaZli lso hajo:akeroZ}i lsl ittiaikaNjoZli
ls2 dekeNju:taro:gatli,ikunnjtr ls3 ittradekiNtll,itttadekeNst

154 ikapaikendzoVl
wtsc'axma 155 iko:Zll ls6 oregaikudzo,oregaikutod3ast
157 anohanakire:d3ano:tr
kwt･tm.ntSiStlSl lss iko:tokangaettoru lsg ikaNt}i 16o iko:jotll,ikaoka
ut 161 ikitakano:ut 162 tkito:Jitetamarambat 163 ikito:ne:
164 ittemoraitai
iPIkS'ewsc'fiiesiSiSl 16s ikud3aro: 166 ikjasemme:,ikapd3aro:st

167 ikud3aro:,iko:fa,ikutod3aro:st 16s XittJoro: 16g itad3aro:,
itatod3aro:ffiiE 17o o:kataamed3aro: 171 ×diuro:no:Zll 172 Xi:baiXll
173 bjo:kibaino:21I 174 amed3agena 17s take:genabai 176 itagena
177 diud3isannogote:aruno:
zeiEFdi･iSiESilfi ls6 ikukaikanka ls7 dagaikuka lss naNja lsg darekagagst
190 doke:ka 191 itsuka lg2 i:kana: lg3 dagasuruka,dagajarukaZll

194 dzegijarapa lgs kurutoka
waiSgEII 2o6 moro:ta 2o7 xnomase:ZEI,kurelli2 2os kureta 2og jattaja
6US･)iStlill 241 o:kipi
628781 eeIivaFptasrtfiJEfter)kSiPliJIEt

fak.ZiltMt .eeimefi 147 hajakuokiran:e:,hajo:okiran:e:twl
14s hajakuokinasaitll,hajakuokiNka:ut 14g hajomadoakenasai,

hajomadoaken:e: lso hajoakeNka: lsl ikuna,ikantojout ls2 ikuna
153 it:ewadekiNjo ls4 ikanjadekiN
whua･axqgEiS!Si 155 iku ls6 oregaikujo ls7 aNhanagakire:na:,

aNhanagakire:nai
kK.kbkiE･igiSilfl lss iko:toomo:toru lsg ikaN 16o iko:ja: 161 ikitaina:
162 ikitakutetamaraN 163 ikitakunai,ikito:nai 164 it:emoraitai
va.jBRf7S･lliknviSgij1 16s iku3aro: 166 ikaN3aro: 167 ikuN3aro: 16s it:a3aro:
169 itato3aro: 170 osorakuame3aro: 171 diuriso:3a 172 josaso:3a

173 bjo:kiraJi: 174 ame3aso:3a 17s takaiso:3a 176 ot:aso:3a
177 eud3isan:ojo:3a
SaEflS･NliEililfi ls6 ikukaikaNka ls7 daregaik:a lss naNka lsg dareka

190 dok:a,dok:ani lgl itsuka lg2 i:tokana:,i:tojaro:kana:fa
193 dagasurumoNka lg4 jaraNkotogaarumoNka: lgs kurut:e
IeeptltiSISI 2o6 moro:ta 2o7 kureNka,kuren:e.lt 2os jat:a 2og jat:aka

bVS' )iStlfi 241 a:hontoniarigato:gozaimasu

633go6 KnvRjayljgtnslmu)kset fixxa
in<b'tntt 'ime$ZSI 147 ha:okinkaja,madaokirarenka,
ha:okitemoe:d3anaika: 14s korahajookinja:,korahajooki:nt
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14g madooaketegofe:ja lso madooakenja:,madooakenka"9SZIII,
hajoakejamadoo2iE2 lsl ittaraikende:,ikunajo: ls2 ikudanaido:,
ikudanaizo: ls3 ikuda:naido:,ikuda:naizo: ls4 ikanjaikenkena:,
ikanjanarankena:,ikujo:nade:ifll
tasu.blggijl251 lss ikai,lkude:,ikukeno:tll,ikud3e: ls6 wasigaikukeno:,

ikudade: ls7 anohananokire:nakotomija:
kELi!"i.tm.reStiESt lss ikotoomotoru,iko:omotoru,iko:tomotoru
159 iko:ta:omowan,ikumai'EIf{l> 16o iko:ja:,ittemjo:ja:,ikokoija:
161 ikitaina: 162 ikito:tejaren{li,,ikito:tetamaranXli 163 ikito:nai
164 ittemoraitai
?ffS'i{geS,･fikasilZifl 16s ikudaro:,×ikudaro:de: 166 ikandarona:

167 ikudaro:na: 16s ittadaro:de:,ittadaro:na: 16g ittadaro:de:
170 taigaiamedarona: 171 diurisogena 172 esasogena 173 bjo:kirasi:g
174 arnerasi:de:,amedagena 17s takaigenade:,takairasi:de:
176 ottagena n7 diud3isanmitaina{e,diud3isanmitaida
eema.!Sil,igX51. Is6ikudaraikandarals7daregaikudaralssnandaka:
189 darezoga lgo dokozoni lgl itsudara lg2 e:daroka:
193 daregajarumgnka: lg4 dogademojaruXl!,dogademojattaruke:tai

195 kurudateteja:
Iee2iSgil 2o6 morota 2o7 gore:ja 2os jatta 2og jattaka
asV?IS'pil21il 241 korjakorjaarigatogozaimasita,o:kinio:kini

634834 knc4utNTBNtfirff[r7Mfi .
de4tr'¥th･Xil3}ilXlfl 147 hajooki:jo,hajookinsaitai 14s koraoki:,hajooki:ja:
14g madooakensaijo: lso korjaakenja:,madooake:Ll> lsl ikinsarunajo:
ls2 ikunajo: ls3 ikinsarunajo:,ittja:iken jo:?IE ls4 ikanja:iken,

ikanja:naran
wtde'dvgSijIXSI lss ika: ls6 wasigaika: ls7 anohanawarippanahanadana:,

anohananoutsukusisast
kees･kbftiS･n!iSXiE lss iko:omo:wa,ike:omottoruwa lsg ikan 16o iko:ja
161 ikitaina: 162 ikito:tetamaran 163 ikito:na:wa
164 ittemoraitaiwa
ua'ttf/",'tlikmaiiZSI 16s ikundaro:,ikudaro: 166 ikandaro:
167 Xikunokamosiran,ikundaro: 16s ittadaro: 16g ikinsattaro:‑lt,
ittandaro: 17o o:kataamedaro: ln diuriso:na 172 esaso:na
173 bjo:kirasi:{ie,bjo:kigenaLl>tai 174 arnegena{l>,×amedaso:naZll,

ameso:na{!>,ameso:dagena{l> 17s takagena2tal,takaiso:na 176 itaso:na,
ottaso:na 177 diu3isannojo:na,￠u3isanmitaina
RlliFdi･isciiSl2Sl ls6 ikukaikanka ls7 daregaikuka lss nanka lsg darekaga

190 dokkani lgl itsuka lg2 e:kana:,e:nokana: lg3 daregajaro:ka
lg4 degasendemojattara:tl! lgs kurugana:,kurudete:l!>
Iest!ll;tiliSl 2o6 moratta‑lt,morota{l> 2o7 kureruge:,kure: 2os jatta

209'jattaka:
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Mv8･ }iSiiSll 241

arigatogozaimasita

634968 ltsc/EggasEfiwr5Elt
tfittRr･Milt･eema 147 okijo:ja,okjo:jaZl1,oki:ja:tli2
14s itsumademonenko:oki:ja:g 14g aketekure:ja lso hajoake:ja
151 ikunajo: ls2 ikunajo211 ls3 tttjaiken jo: ls4 ikanja:jarenke:no:
deas'bltgeilZSI lss ikujo ls6 wasigaikujo: ls7 anohanawakireidajo,
kireidano:Zli 1 ,kiretnano:Zll 2

kZ'kbftiS.ektilZSI lss iko:omo:toru lsg ikumai‑E,ikuma: 16o iko:ja
161 ikita:no: 162 ikito:tetamaran 163 ikito:na:21,ikita:na:tal
164 ittemoraita:
?Iftij')ldilf/S,･fikmaiSafi 16s iko:de:2e,ikudaro: 166 ikande:2,1kandaro:

167 Xikude:,ikundaro:‑lt 16s ittsuro:},ittadaro: 16g ittade:,
ittandaro:‑lt 17o tabun amedaro:‑lt,xtabun amede:l '
171 diuriso:nade:,×￠urugenadetr 172 Xe:de:,×josagena.htr,josaso:na
173 bjo:sinnade:ta!,bjo:kiso:na 174 amedagena 17s takaigena
176 Ottagena 177 thu3isannojo:na,diu3isanmita:na
eeca'NfiSStlfl ls6 ikukaikanka,ikujaraikan jara ls7 daregaikujara
188 nannara: lsg darekaga,darejaraga lgo dokkani,dokojarani
191 itsuka,itsujara lg2 e:kana: lg3 darejarumonka
194 jarankotogaarumonka lgs kurute:,kuruju:ta:
E2ect4eiSgllt 2o6 moro:ta 2o7 gose:ja,kure:ja 2os jatta 2og jattakano:

asbS')ijSeSl 241 arigato:arimasu,jo:jansattailfLE
63s764 iEpkR!ll/iklftMiBvamEorte32s

E}ìit'tw.iliiljli6afi 147 o:iha:okitemojokaro:de:,hajo:oki:ja

14s o:ihajooki:jaZIi1,hajooki:st2 14g madooaketekure:ja,
rnadooake:ja lso madooake:ja,madooake:ftiijnl lsl ikuna ls2 ikunatal

153 ittja:iken,ikun3ana:st ls4 ikanja:naran
wtua'sug%gEl lss iku ls6 wasigaikun3a ls7 anohananokire:nakoto,
anohanawakire:nano:tli
̀2Ei

esJ'aEthEi,.{Ebkii.n$iS2Sl lss iko:toomo:torugano: lsg ikuma: 16o iko:i,iko:ja

161 ikita:no: 162 ikito:tetamaran 163 ikito:na: 164 ittemoraita:no:
?teij'reXIS,.fikmailiM 16s iku3aro: 166 ikan3aro: 167 ikun3aro: 16s itta3aro:,

Xitta3aro:de:tai 16g ittan3aro:de: 17o o:kataame3aro:de:
171 thuriso:nano: 172 e:jo:nano: 173 bjo:kigena,bjo:kiso:na,
itasigena 174 ame3agenade:fa,ame3aso:nade: 17s taka:genafa,
taka:so:na 176 ottagena2,ottaso:na 177 diu3isannojo:3a,
thu3isanmitaina
eema'MESStlfl ls6 ikujaraikan jara{l},tkukaikanka ls7 daregaikuka
18s nanikai,nankai lsg dareka lgo dokkani lgl itsuka lg2 e:kano:fa,
e:kana: lg3 daregajarumonkai lg4 jarankotogaarumonkai
195 kurunkaifa,kurukana:
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IwaptijStSl 2o6 moro:ta,moratta‑E 2o7 kurenkaL, kure: 2os jatta 209 jattaka:,

jattakai
ll6VtS')2SZiSl! 2" arigato:gozaimasita
635843 U)kN!4/ SISiSasfiSIk)krJ<llie7kg[Ses

tfu<t';Il:ilt'XEBZilfil 147 okinsaijo,oki:jatll 14s hajookinja:,hajookinkass,

hajooki:jaftwll 14g madoosukosiakete: lso hajoakenkaina:,hajoake:ja,
hajoakenja:,hajoakete:ja,hajakuakenaika#.Zl lsl ittjaiken'jo,
ikunajoS ls2 ittja:ikenjotll,ittja:ikentli,ikunant ls3 tttja:iken,

×ittja:iken jo,×ittja:ikenke:na: ls4 ikanja:naran,ikanja:iken
desc･drt!SiEiil lss ikujo:g,ikude:st ls6 wasigaikujo:,oregaikujo:
157 anohanawakire:dana:
kee,.tm.egfiH lss iko:omottoru lsg ikan,ikuma: 16o ikankane:,
iko:ja 161 ikja:e:no:{},,ikita:na:tli 162 ikito:tetamaran
163 ikito:na: 164 ittemoraita:,ittemora:ta:{li,
reIS')Ifil!IE,.dEEas21tSl 16s ikunzjana:kana:,ikudaro: 166 ikandaro:

167 ikundaro:,xikerundaro:ty21! 16s ittandaro:{e,ittsuro:E9Siif
169 ittandaro: 17o o:kataamedaro: ln huriso:da,Xhuriso:dano:2},,

huriso:na,×huriso:nade:fa 172 e:jo:natll1,e:jo:da,×e:jo:dano:$}l2
173 bjo:kigena,bjo:kiso:na 174 amegena,amedagenal
17s takaindagena,taka:gena{ie 176 itagena,ottagena
177 huzisannojo:da‑Ei/I/k,huzisanmita:da,huzisanmitajo:dafa
pama.!SZEEilZlfi ls6 ikukaikanka,ikujaraikan'jara ls7 daregaikuka,

daregaikujara lss nanda:,nanka{e,nannara:ilftr lsg darekaga
190 dokkani lgl itsuka,itsujarafa lg2 e:nkano:{le,e:nkasiranlt
lg3 daregajarumonkag lg4 jarankotogaarumonkag lgs kuruja:,

kurute:
teepteiSVifi 206 moro:ta 207 kure:ja 2os jatta 2og jattaka:

thVS' )iStlSi 241 sumimasen,arigatogozaimasu

635938 utftRutvaas±utwr¥majiE
Ei7ii}･nf!t ･gema 147 hajo:oki:jo 14s hajooki:oki:
149 mado:aketekure:jo: lso haje:aketekureJia:iken3a:naika
151 (sot:ti:)it:Ja:ikenjo ls2 ikunaju:tacaikuna ls3 ikunajo
154 ikapa:tkenke:no:
tasi'drtecikSl lss ikujo: ls6 waSigaikujo:no:
157 anohananokite:nakotojono:
keeN･glbkiS･ng2kSl lss iko:omo:toru lsg ikuma: 16o iko:jo:,iko:3a:naika
161 ikita:no: 162 ikito:tenaraN 163 ikito:nai 164 it:emocaitaino:
?EES･iShi9S,･fikma21iSl 16s ikudato:te 166 ikandaro: 167 ikundaro:

168 it:andaro: 16g it:andaro: 17o o:kataamedaco: ln thuciso:na
172 josaso:na 173 bjo:kirati: y4 amedaso:naLl>,amedagenaE?>
175 takaigenano: 176 ot:agena 177 thu3isannojo:na
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疑問・反語表現186ikukaika唾a
190dokozoJli

191

187

1tsuzo

194jafaつkotogaafumo其｝ka：

搬i裁見

206mofo：ta

207

dafegaikuka

192

kufe：ja

e：ζ｝kano：
195

kufuηka：

208

jat：a

188
193

209

naηka：189

dafezoga

dafegajafumoηka：

jat：akai

あいさつ表現241a：suimaseN
635961

広島県山県郡芸北町川小田

命令・禁止・義務表現147antamo。ゆnsaij。148
14g

anta：mado：aketoitekure：

（sot∫：ie）it∫：a：ikenjo言秀
154

150

hajoakeηka：

152

sot∫：ieikuna

151
153

（sot∫：ie）iku漉a，
it∫：a：iken

jo

ikaJla：na「aoke：

強調・詠嘆表現155ikuke：，iku

156

wa∫igaikuj・：157

意思・勧誘・希望表現158ik・＝。m・：t。ru
162

i】5ito：tetamara纂

163

16g

it：a漉daro：

172

jogena

bjo：】5ira∫i：

177

φu3isannojo：da

疑問・反語表現186ikukaik明ka
190

194

dokokaJli

191

jaraOkotogaaro：ka
206moro：ta

207

187

itsujara

195

kure：

170

174

ik・：ja：161

iゆta：n。：

it：emoraita：

ikun。dar。：

jahariamedaro：

amedagena

daregaikuka
192

an。hanawakek：。：nan。：

ikuma：160
164

ikandar。：167

168it：andaro：
173

15g

i1〜ito：na：

推量・様態・伝聞表現165ikudaro：166

授受表】i見

haj・：。kiJ・a：

175

188

e：功kano：

193

171φuriso：na

takaigena

naJIikai

176

18g

0t：agena

darekaga

daregasuruka：

kuruOkai

乞08

jat：a

209

jat：anoka

あいさつ表現241arigato：，d。：m。summaseN上

636625

山口県阿武郡須佐町下三原上

命令・禁止・義務表現147ハヨーオキンサイ，ハヨーオキンサイヤ，オキンサレ148ハヨ甲乙キー，
ハヨーオキーヤ

149マト9オアケテクレンサイ，マト

オアケテクレンサレ

150マドオアケー，マドオアケーヤ，

マト・オアケーチャ注，マト・オアケーチユノニ注151イキンサンナ多，イキナサンナ152イキンナ，イキサンナ
注，イキンサンナ誘注153イツチヤーイケン，イツチヤーイカン154イカニャナラン，イカニャイケン誘

強調・詠嘆表現155イク156オレがイクンシ◎ヤ，オレがイクソイや注1，オレがイクノイや注1，
オレカ9イクソ，ウラカ9イクンシ9ヤ注2，ウラカ

イクソイや注3，ウラカ9イクノイや注3，ウラカ9イクソ

注2．，オレがイクソジヤ，ウラがイクソジャ注2157アノハナワウツクシイノー，
アノハナワウツクシイコタート9一力，アノハナワウツクシイコタードネーカ

意思・勧誘・希望表現158イコートモートル15gイクマー160イコーヤ161イキターナー注，
イキターノー

162イキトーテタマラン

163イキトーナー

164イ・リテモライター

推量・様態・伝聞表現165イクロー，イクジャロー，イコー，×イコーデ

166イヵンヅヤロー，イクマー，

イカナカロー少167イクノジヤロー，イクソジヤロー168イツタロー，イッツロー，イツタジャロー
169イッタノシ9ヤロー，イッタンシ◎ヤロー，イッタソシ

171プリソーシ

ヤ

172ヨサソーシ

ヤ，エサソージャ

ヤロー

170オーカタアメシやヤロー

173ビョーキラシイ，ヒ9ヨーキケ

ナ誘

174アメシ・ヤソーナ，アメジャソージャ古175タカーソーナ，タカーソージヤ176オツタソーナ，
オ・ソタソーシΦヤ

177フジサンノヨーナ，フシ。サンノヨージや

疑問・反語表現186イクカイカンカ187×イクンカ，×イクソカ188ナンカ189ダレカが
190

ト。ッ団円

191イツカ

192エーソカナー

193タ

一403一

レカ9ヤルモンカ

，タ9レカ9ヤルモンカー

，

Y"Vh"V)vetzht 194 VPtz15h"7)VEtz" ,V5tza5h"7)Letzh‑‑ ,
V9tz:5h"7Jvetzhi 195 OJVV,O)VYie,ijJL7V
]IEptiltiSgfi 2o6 Ep‑y 2o7 ov‑･ 2os v,ye 2og vvyhi,vveiv‑fi,vveh‑

asvtg‑DEk51 241 7r‑sF= ,t‑‑aF=7Vh"5‑

636860 itmaeewaasE!fiwrJkSP[!fifiegEFIpt
ditr<b'ajXt[lt'Xma 147 hajo:okinka,hajo:oki:ja
148 guzuguzusitoranko:nihajooki:ja 14g madooakenka,

madooaketekurenka,madooake:ja lso hajoakenka,hajoake:ja
151 ikunaja ls2 ittja:iken,ikuna211 ls3 ikun3a:nai ls4 ikanjaiken
whss'drngEiliSl 155 iku ls6 wasigaiku ls7 anohana:kire:dana:
ffki'Wliili･itStilXEfil lss iko:toomo:toru lsg ikanke:,ikuma:Zli 16o iko:ja,

ikanka: 161 ikja:e:no:{ie,ikitalno:O>.lt 162 ikito:tetamaran,
ikito:tekanwan 163 ikito:nai 164 ittemoraitai
?Ets'jFllafIS,･rama21Vfi 16s iku3aro: 166 ikandaro:L,ikan3aro:l
167 ikun3aro: 16s ittadaro:,ittan3aro:{I?F 16g ittandaro:,ittan3aro:
fa wo o:kataamedaro:?Eli,×o:kataame3ake: 171 diuriso:da,×diuruke:
172 e:ke:no:,×josaso:na‑[ Xll 173 bjo:kirasi:,itasigena21
174 amedaso:da2111,amerasi:tll2 17s takaiso:datll1,takairast:tai2
176 ottaso:da,ottagenal}l 177 diu3isannojo:da
flFdi'ptiift712Sl ls6 ikukaikanka,ikuja:ikan ja:{e,ikujaraikan jara.lt
187 daregaikuka lss nanka lsg dareka lgo dokokani{b,dokozonill>
191 itsuka lg2 e:kaino:{l>,e:kano:{l> lg3 daregajarumonka

194 kittojara: lgs kurudoija
I{iEptlltilt51 2o6 moratta{)>‑lts/U/s,moro:ta{?5 2o7 kure:ja 2os jatta 2og jattaka

asVS')21illl 241 arigatogozaimasu
636932 XZ{gRL"vaashTTifEOTftiPhtrtftl;edik
iS}i4t'ajL:tict'Siljliasl 147 hajo:olji:joosonnaruke:no:

148 itsumadenetorunnarahajo:olsi:ja 14g mado:akensaijo
lsO ma:da:omaja:akennokai lsl (sotJi:)ikunaja ls2 sotti:ikunaja
153 itS:a:iken jo: ls4 ikapa:ikengano:
whsc.drngEiSgEII lss ikujo: ls6 waSigaikunojo ls7 anohana:e:no:
kK.2EbSg̀nEiilZiiR lss iko:orno:toru lsg ikuma:te 16o iko:ja:
161 ilsita:no: 162 itsito:tejaren jo: 163 iljito:na: 164 it:emorqita:
?IEig･ilgeS,.tikmafiSl 16s ikudaro: 166 ikandaro: 167 ikundaro:
168 it:andaro: 16g it:andaro: 17o taigaiamendaro: 171 thuriso:na

172 josaso:na 173 dzutsuna:raSi: 174 amedagena 17s taka:gena
176 Ot:agena 177 diu3isammitagajo:na
flma･!SiiEiStEfil ls6 ikujaraikan jara ls7 daregaikunka lss napinara
189 da:redoga lgo dokodopi lgl itsudo lg2 e:nokano:
193 daregajaro:ria: lg4 jarankotogaarumonokai lgs kuruoka:
}eepttwh 206 moro:ta 2o7 kure:ja 2os jat:a 2og jat:aka
404 ‑

asu}li･)iS251 241 arigato:{?>,suimasenno:IZII

637458 L[.IPI.ifikiFgiti{"lesltHtlta

tftr41';Illtlt.eeiiEililfl 147 okiNkaokiNkaha:osonaru,×okisareNkaokisareNka21,

okiJia:osonarude: 14s hajookiNJia:3tbuNnokotode:21i
14g aketekuresareNkatl! 1 ,aketekureNkaZli 2 ,aketekure:Zli 2

15o akeNkaakenka,hajo:ake:tr lsl ittSa:ikeNde: ls2 ikuna:,
ittla:ikeNZIi ls3 ittSa:ikeNdo: ls4 ikaJia:ikeN,ikaJia:naraNwa:
dede'skt!geilllfi lss ikuija ls6 oregaiko:ija,oregaikuija

157 anohana:rippanano:
k5.ebftiE･n$iltlill lss iko:toomo:tJoru lsg ikaNdai,ikuma: 16o iko:ja:S,
iko:3ana:ka 161 ittemirutoe:no:,ikita:no:st 162 ikito:tetamaraN,
ikapa:jareNno:S 163 ikuna:ijadae,ikito:na: 164 ×ittsurae:no:21,
× ittonarae:no:Z}i
ffffL.ew.e,･fiieeiSglfl 16s iko:3ana:ka,iko:deja 166 ikja:suma:dejafa$li,

ikuma:tr 167 ikuso3aro: 16s ittaro:deja,xitttoro:dejatll,ittsuro:st
169 ittaso3aro: 17o o:kataame3aro:fa,×amerafi:jo:nade:211,
do:demoamenogotearua> 171 aeso:na,diuriso:na2,diure:gotoaru

172 ×e:rati:no:9,e:jo:nano:,e:gotoarustLl>,josaso:naSY>
173 bjo:ki3ana:kajo2,ke:kigawari:jo:na,bjo:kirati:,bjo:kinojo:na
st,bjo:kinogotoarust 174 amete:natal1,ame3agenatr2,ametfu:do21!1
175 takaegenafa,takaete:no 176 ottate:ja,ottagenafa
177 diU3isa)tmitainano:,diu3isaNnogotoarume
eema.NeeiSiSl ls6 ikujaraikaNjara ls7 daregaikujara lss nanikajo:2iEl,
naNkana:212 lsg dareka lgo dokkani lgl itsujara lg2 ekaro:kaeno:,
e:sokaeno: lg3 daregajarumoNkae lg4 soregurainokota:jara:dekara
195 kuruteja:,kuruja:
WillSl 2o6 moro:ta 2o7 kure 2os jatta 2og jattaka:
6V"')ilZffl 241 goneNnoirimaSitaZll1,oteeegato:godaimafita,o:kinitl2,
arigato:godaimarita2,otaegato:gozaNsuno:Zll3

637528 LLIMRiEMilt#twl5
fùtit'afilitth.iliEKEE 147 xitsuma:demonetsoraNtohajo:okisaetai,oki:jo,

okiNkajo: 14s hajo:okiNkag,hajo:oki:tll 14g aketekureNka:211
15o mado:akeNkae,ake:21 lsl ittfa:ikeNde: ls2 ittfa:ikeN,ikuna
153 ittta:ikeN231 ls4 ikaNJia:naraN
dede'su!zztlfi 155 ikuiku,ikuija ls6 oragaikudejo:,oragaikuso3a:
157 anohana:kirena:no:,naNtokoNnahana:kire:nano:Zl!
kM.kbiliS.ntiEJeiESI lss iko:tomo:ttoru lsg ikaNdejo:,ikuma:as,ikja:seN
160 iko:ja:,ike:3anaekaitlttr 161 ikitaeno: 162 ikito:tetamaraN,
ikite:tejareNiiiD{e 163 ikito:naeno: 164 ittemoraetaeno:
iPIES'JBIIf/ss.tikeeiSielfl 16s iku3aro:,iko:deja,iko:te:ll! 166 ikaN3aro:,

ikuma:de: 167 ikuN3aro:,ikuso3aro: 168 ittaro: 169 ittaro:,
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ittaN3aro:stLltZll 17o ×ame3aeno:,ame3aro:st,×ameraSi:dest
171 diuriso:3ano:,diuriso:nano:fa 172 josaso:na{I}>,josaso:3a,×je:gena
Xll 173 bjo:ki3anaeka,bjo:kirati:de,bjo:kinojo:nano:,
guaigawaruigenat}1 174 ame3agena,ametiu:dai,amete:ja,ameto:?Ell
175 takai3agenalF,takaete:ja 176 ottagena,ottate:ja,ottatsu:hanaS!
177 ￠u3isaNnojo:na
eema'!SZ"ikSilfla 186ikukaikaNkals7daregaikujaralssnanikaee:21
lsg dareka lgo dokkani lgl itsukaZ>,itsujaratlll,itsudojal}i2

192 ekaro:kaeno: lg3 daegajarukae,daegajarumoNkae
194 jaraNkotogaarumoNkae,jaraNttu:kotogaarumoNkae lgs kurue:
}esptltilXlifil 2o6 moro:ta 2o7 kure:ja 2os jatta 2og jattaka:

asVS'pwh 241 gote:ne:nigoneNnoirimatita,otaegato:godaimasu2iE,
arlgato:godaimarita
637711 Ure4iEEfilasasmaff[rfiwri
di7EIIr.l!l:Lltt .ww 147 mo:okinasaijo,mo:oki:ja,mo:okitemoe:de
148 oki:ja,ha:e:kagennioki:ja 14g tokidokimadooakenasaijo,
madooaketekurensaist lso damed3a:naika:akenja:,damedajaakenja:,
madooake: lsl lttja:damejo,ittja:ikenjo,ikunajo

152ittja:ikenwa:ne,ikunade:R ls3ittja:ikemasenjo,
ittja:ikenaijo ls4 ikanja:ikennod3a:ja,ikujo:nade:tw
dess'su4S2ifi 155 ikude: ls6 wasigaika:jatal ls7 anohanawakire:dano:,

anohanawakire:dana: rippadana:
'
kki'2etr$.egiWSI lss iko:omo:nd3aga21,iko:omottoru
lsg ikan,ikuma:
160 iko:ja,iko:ija 161 ikita:no: 162 ikito:tejarenno: 163 ikito:na:
164 ittemoraita:
?Eig.ewk.fikmail2Sl 16s ikud3aro: 166 ikand3aro: 167 ikund3aro:
168 ittad3aro:{i}>,ittaro:SI> 16g ittand3aro:,ittanro:{!>
17o o:kataamed3aro: 171 diuriso:na,diuriso:d3a211 172 josaso:na‑lt,

e:so:nal,jogena‑lt,xe:rasi:9 173 bjo:kinojo:na,bjo:kirasi:,
bjo:kigena{l)‑h 174 amed3agena,amed3aso:na‑lt 17s taka:gena{},

takaso:na.lt 176 itagena,ottagena 177 diud3isanmitajo:na

kERdi･Nma ls6 ikukaikanka ls7 dareikuka lss nanika,nanka,nanijafa,
nan ja lsg darekatli1,daredotr1,darezo212 lgo dokkanifa,dokodoni
tl! 191 itsuka lg2 e:nd3aro:kana:,e:kaino: lg3 daregajarumonkaig
lg4 jarankotogaarumonkai lgs kurunja:Xlll,kurutoija:2112
waptiESI 2o6 moro:ta 2o7 kure 2os jatta 2og jattaka:
a6VNilS')iltlfl 241 korewakorewaarigato:,dandanarigado:gozaimasu{l>
637806 iZ{ltvattll{Ei#ISEIi*NJFtJEitn

149 to:aketekure:ja:
lso hajoakenka: lsl (sotS:i:)ikun3a:na:de ls2 sotS:i:ikuna
153 itr:a:ikeN 154 ikaJla:ikeN

ffit<t'#th'XiEmeIl 147 hajo:olsi:jo 14s hajoolyinka
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desc'blngeiStlfl 155 ikujo ls6 wafigaikun3a ls7 anohanawalsire:nahana3ano:
kig.kbftiS.egiliJiEl lss iko:omo:toru lsg ikuma: 16o iko:ja: 161 ilsita:no:
162 ilsito:teikenno3a 163 ilsito:na: 164 it:emoraita:
?IftEK.tsli!9",.fikmaiW$l 16s ×ikundejo,ikun3aro: 166 ikanno3aro:te

167 ikun3aro: 168 it:an3aro: 169 it:an3aro: 170 taigaiame3aro:
171 euriso:na 172 jogena 173 bjo:ljinojo:na 174 ame3agena
17s takaiso:nall>k,taka:gena{l>‑F 176 ot:agena 177 thu3isanmitajo:na
eema.5ZiEiSi!E ls6 ikukaikaljka ls7 daregaikujara lss napija lsg darezoga
190 dokozopi 191 itsujara lg2 e:nkano: lg3 daregajaruka:
lg4 jarantfu:kotogaaro:ka lgs kuruoka
NptectiEISI 2o6 moro:ta 2o7 kure:ja: 2os jat:a 2og jat:aka

MVS' )iiSiel 241 arigato:arimatita
637890 LLiPvaliSUEiiTaseeHl]7avII

ffitti).tt}Ittk.ma 147 hajakuokinasaijo,hajo:okiNsaijome,
gltfid3ipinattake:hajo:okiNsaijo 14s hajo:okintogakko:Jiiokureru
dzo,hajo:oki:jo:ftIEZI! 14g ku:kigawari:karamado:hajo:akeNsaijo21:
150 hajo:mado:ake:jo lsl (sonoho:e)ikunajo ls2 sottfiejukunajo
ls3 itttaikeNjo,ittfaikendoZll ls4 ikaJia:naraN
whne'dri!SeiSiiEfi[ lss iku ls6 oregaikujo,uragaikujoiS

157 anohana:utsvuSi:no:S,anohana:kire:nano:
k"'kbftig.ntSiiltEII lss iko:toomottSoru lsg jukaN,jukuma:toomo:st,ikaN
160 juko:ino: 161 ikitaino: 162 jukito:teikeNfa,jukito:temoteN
163 ikito:nai,ikito:ne:Rili/?ll 164 ittemoraitatno:
lffiGK'Skf/ee.tikmaiSgSl 16s ikud3aro: 166 ikand3aro: 167 jukunod3aro:,

jukund3aro:ta! 16s ittad3aro: 16g ittand3aro: no taiteiamed3aro:

171 Xeuriso:d3ano:,￠uriso:d3a 172 jogenano: 173 bjo:kinajo:na,
bjo:ktnajo:d3ano:21 174 amed3agena 17s takaigena 176 ottagena
177 eud3isannojo:na,diud3isannojo:nano:

eeRdi･ma ls6 jukukajukapka ls7 daregaikunka lss na"i=,napija
18g dareka lgo dokkani,dokka lgl itsvka lg2 e:nokano:
lg3 daregajaruka lg4 jarankotogaaruka lgs kurupkallll,kuruNja?ll2
SiEpti:tif 2o6 moro:ta 2o7 kure: 2os jattaija 2og jattakaino:
toUNS')iStifl 241 arigato:godzaNjlta,o:kiJii:9ita!
637913 IZ{URhEiitiEfgift)!EptNuaNEI]7)kIER

tf}r4t･#th･eeilmeijl 147 hajo:oki:ja: 14s hajo:okinka:

14g mado:aketekuce:ja: lso mado:ake:ja: lsl (sot:Sie)ikunaja
152 sot:tieikunaja 153 it:Sa:ikeN ls4 ikaJia:ikenno3akenno:
desu.blqSeliEEit lss jukujo: ls6 waSigaikun3a ls7 ma:migotonahana3ano:
kS.Eblifi.ntgilafi lss iko:omo:toeu lsg ikuma: 16o iko:ja: 161 ikita:no:
162 ikito:tetamaraN 163 ikito:na: 164 it:emoraita:
?IltS･ew.e,.fikcaiS2Sl 16s iku3aro: 166 ikan3aro: 167 ikun3aeo:
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168 it:an3aro: 169 it:an3aro: 170 o:kataame3aro: 171 diuriso:na
172 josaso:na 173 guaigawaeuijo:na 174 ame3agena 17s taka:gena

176 Ot:agena 177 diu3isammitajo:na

eema.IffE,kltgl. Is6jukujaeajukanjarals7daregajukukalssnapikai,
nannara: lsg darekaga lgo dokozopi lgl itsujaca 192 e:okano:
193 daregajaruka: lg4 jarapkotogaaro:ka lgs kurunka:
teet!2iSiJII 2o6 moeo:ta 2o7 kure:ja: 2os jat:a 2og jat:aka:

El6VS' )ilZSI 241 arigato:gan"ta

638328 LLMRgtwasgitHVftIP?Etwl<i7Sltk
dir4}.;t;Xltt .geiSZSI 147 mo:3ikaNdonaokiNkana,mo:oki:jo,hajo:okiNria:Zll

148 okiNka:,oki: 14g mado:aketekureNka,oakeat1,aketeokureNkaZli2,
aketeokure,aketekure:ja lso mado:aketeju:taro:akeNkae,madoakeS
lsl ittSa:ikeNjo9, × ikaNkotoas;eWl! 1 ,ittSa:ikeNdona?ll 2

152 ittra:ikeN,ikuna ls3 ittfa:ikeN ls4 ikaNpa:ikeN$ll,tkaNJia:naraN

tr
rafi'blma 155 tkuija 156 oregaikuija ls7 naNtoanohana:kire:nana:
kE,i:,i.ehftiS･n$iSXIifit lss iko:toomo:tSoru lsg ikuma:,ikja:seNkara

160 iko:ja: 161 ikita:no:,ikitaina:,ikja:e:na 162 ikito:temoteNtal,

tkito:teikeN 163 ikito:na: 164 ittemoraita:
IEIS･)iSl!Zgl.fikeaiSZSI 16s iku3aro:,iko:dai 166 ikuma:dai 167 ikuN3aro:,
ikuso3aro:fa 16s ittaro:Zl! 16g ittaso3aro: 17o o:kataame3aro:
171 diuriso:na,×diuro:jo:naasiLl>rai 172 e:jo:na,josaso:naili

173 bjo:kinojo:na,bjo:ki3aaruma:kai21i 1,bjo:kinojo:nagotoaru,
bjo:kiraSi:t}!2 174 ×amenaso:najean!1,ame3agena,amete:jatll2
17s taka:so:natli1,taka:te:jatll2,taka:gena?!ll3 176 ottaso:na,
ottagena 177 thu3isaNnojo:na,diu3isaNomitajo:na
eema.!SiEEiStSl ls6 ikukaikaNka,ikujaraikaNjaraZll ls7 daregaikujara,
daregaikusoka lss naNka lsg dareka lgo dokkani lgl itsujaraZ}i,
itsuka{l} lg2 e:kana:,ekaro:kana:{} lg3 daregasurukae21El,

daregajarumoNkagl}i2 lg4 oregaseNJia:llll,jaraNtsu:kotogaarumoNkae
XI!2 lgs kuruteju:soka,kurutteka
lgE/!l!;;tiStlifi 2o6 moro:ta 2o7 kure:jatli 2os jattaina 2og jattaka

SLNS')iS21ifil 241 otaegato:gozaimasu,arigato:gozairrtarita,goneNnoirimaJita,
goneNnoittakotodearigato:gozaimaSita,o:kinitll 1 ,

o:kiniarigato:gozaNfita,meNtatitli2
638487 tuNReelptKiEf)kMffOjc7att5)･ec7S<
fi7iib･;l!llttltt .6ma 147 hajo:okiNka,hajo:ok1:jo:{il>lll1,hajo:okiNkanalli2

14s kora:hajo:okiNka:t}l1,faNSaNoki:,hajo:okiront2 14g akeNka:,
aketekure:ja,aketekureNka,aketeokureNka,×akeNkanautl!
lsO hajo:akeNkaS,hajo:ake: lsl ittSa:ikeN,ikunaje:ut
ls2 ittta:ikeNlll,lkunaas ls3 ittia:ikeN,ittta:naraNRntli
408 ‑

154 ikaNtoikeN{e,ikaNJIa:naraN
wtsc.suggeiSiSl 155 ikuija ls6 oregaikuija ls7 anohana:ki.re:nano:,

anohana:utsukuti:no:,anohana:rippanano:tw,makotorippanano:{e
kS.eblllS･ngljSZIfi lss iko:toomo:tJoru lsg ikuma: 16o ikaNka,
iko:3a:naeka,iko:ja: 161 ikitaino:,ikita:no:fa
162 done:demoiko:toomo:tforu,ikito:tejareN 163 ikito:nag
164 ittemoraeta:
IPffIS･)lillFS..fikneililifil 16s iku3aro:,ikuro:,iko:daiZll 166 ikaN3aro:,ikuma:

167 ikuso3aro:de:,ikuN3aro: 16s ittaro:,×ittsuro:Y}ilftli,

XittSattaro:fa 16g ittaN3aro:,itttattaso3aro:9
170 o:kataame3aro:de: 171 diuriso:nano:{e,diuro:gotoaruut1,
￠uriso:daiZli2 172 josaso:na,e:gotoaru,e:gena 173 bjo:ki3ana:katr,
bjo:kinogotoaru,bjo:kirafi:,guaigawaruigena n4 amete:jall!1,
ame3agenata!2 us takaegenaZlil,takaete:ja21i2 y6 ottagena
177 diU3isaNmitaina,diu3isaNnogotoaru
eema'NliSSiM ls6 ikukaikaNka ls7 daregaikuka,daregaikujara
188 naNkano: 18g dareka,darekaga lgo dokka,dokojaratal,dokkani
191 itsujara 192 e:kano: lg3 daregajarumoNka lg4 dettainijaruija,
jaraNkotogaarumoNkae lgs kurute:ja,kurusoka:

IS!lea/ 2o6moro:ta2o7kure:ja,kureNka2osjatta2ogjattaka,jattakana
tr
toUS' )iil2JiE 241 arigato:godaimafita9,o:kiniZll1,goneNgairimafitetli2,

otaegato:godaimasu21!2

638598 L"MwtL"nrfieeEU
EIr4).Xllt･gfiE$iJfi 147 mo:e:d3ikandejookigka:,xokiNsaint
148 ×kirja:na,:nerunajo,×kirja:na,:nenna,×kirja:na,:netSoruna,
oki:tru:taraoki: 14g sumapgano:mado:aketekureoka
150 tSi:ta:ju:koto:kike:jaake:tfu:taraake:,mado:akepka
151 (sottti:)ikunajo: ls2 sottSi:nodokunattu:nopi,
sottSi:ittta:ikendo:tl!,sottSi:ittta:ikendejo ls3 ittfa:!kendo:?III,
ittJa:ikendejo ls4 ittSlkopanarannod3e:
thsu.bll[gijSi51 lss kimatteikujo:,ikuijast ls6 wafigaikund3ai

157 anohananokire:nakoto,anohananokire:nano:at,
anohananokire:d3ano:tr
ke･Ebk9}.itgiSglfl lss iko:toomo:tSoru lsg ikja:sentomo 16o iko:d3ana:ka

161 ikltaimond3ano: 162 iklto:tenaranno: 163 iklto:mona:
164 ittemorauttu:toe:
?ffIS.)Baf4ec.fikmailtlfl 16s ikud3aro: 166 ikuma:de 167 ikund3ana:ka,iko:de:

16s Xitttoro:de:tli,ittad3aro: 16g ittand3aro:de:
17o o:kataamed3aro:de: 171 diuriso:d3ano: 172 ×ekaro:de:tr1,e:jo:na
ut2 173 bjo:kid3ana:katll,bjo:kiraJi: 174 amedatfu:tiorude:,
amed3agenast 17s takaittu:tSoruga 176 ottatfu:ga
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177 thud3isannojo:d3ana:ka
eene'iiEiniSSil;ln 186ikvkaikankals7daregaikvkalssnaekalsgdareka
190 dokkapi lgl itsvka lg2 jokaro:kano:,e:nkano: lg3 daregajarukee:,
daregajarukai lg4 jarankotogaarumonkai lgs kurutSu:ttorugailE
ies/!l!;t212Sl 2o6 moro:ta 2o7 kure:ja 2os jatta 2og jattaka

toUS')ilXlfl 241 kone:namottaino:godzaNsu,

kone:namono:moro:temottaino:godzaNsu
638762 ptM.gftgK2eeKllllllEiHl]IEIEIeslk

fà!i}･#JL･geilSiStlfl 147 hajo:okisaitll1,hajo:okimai{i,ZE2,

Xhajo:okisaNse:Xll3,hajo:oki:ja 14s hajo:okiNka:,hajo:oki:jaZll
14g akemailll,aketf!kuremai‑lttll lso ake:ja,hajo:akeNka:S
lsl ikimaNnaino:,ikaNho:gae:dejost ls2 ikunaija:,
ikutokikja:seNdejost ls3 ittfa:ikeNdejo,ikaNho:gae:dejo
154 ikaNJia:ikeNno:,lkaNjia:naraNgano:st
whsc'dvt!gEiSXISI lss ikuija,ikuino: ls6 waJigaikunoino9,oragaikunoino
ls7 ha:naNtSu:tSimokire:3ano:lll 1 ,ha:naNtSu:tSimorippa3ano:lli 2

kki'en9S.n$XSI lss iko:tomo:ttoruino: lsg ikuma:,ikaNni:no:,
ikaNdejo:ta!,ikja:seNke:no: 16o ikaNde:2111,ittSimiNde:ll!2,iko:ja:
161 ittlimita:no:,XittSimjo:kano:,ikja:e:no:th
162 naNtoikito:tejareNno:,naNttu:tfimoikito:tejareNno:,
ikito:tetamaraNne:#. 163 ikito:na:no: 164 itt:imoraita:no:
ma'tslfiS,'fikPifi2S251 16s iku3aro:deno:,iko:deno: 166 ikuma:deno:,
ikaN3aro:inolJ> 167 ikuN3aro:no: 16s ittaro:deno:,iiyNyp‑Z211

169 ittaN3aro:deno: 17o o:kataame3aro:deno ln diuriso:nano:
172 e:jo:nano: 173 bjo:ki3a:na:kano:,bjo:kinojo:nano:
174 ame3agenaino:Zlll,ametlu:tadejo:tli2,amete:jaZll2 17s takaitoija,
taka:toija,taka:genaija 176 ottagenaijatl!,ottatoija,ottate:ja
177 diU3iSaNnojo:nano:,diu3isaNmitainano:,diu3isaNmita:na no:
;ea;Rdi.MiiEiS2Sl ls6 ikukaikaNka,ikujaraikaNjara ls7 daregaikujara,

daregaikuNjara lss naNde: lsg dareka lgo dokkae lgl itsujara
192 e:N3aro:kae,e:Nkaino: lg3 daregajarukae,
XdaregajarumoNkaeSiraNdeno: lg4 done:demokone:demojattSimiserui

no:,jaraNkotogaarukainont lgs kurutSu:Nde:,kuruttu:Nka
ESptleilXin 2o6 moro:ta 2o7 kureNde:tll,kuremainolli2,kure:ja 2os jattaino
2og jattade:,jattaka:tl!
El6VEIS' )iiSZII 241 arigato:arimasita,sorja:otaegato:arimasuno:'Ei,

sorja:goneNniirimaJitano: taegata:no:

'

638920 utitRde{Enttsmawrtklll
ffitiit';!:XLt .5iiSiiltl$l 147 hajo:olsinsaijo:

148 hajo:olsipa:

149 mado:akensaijo,mado:akete:ja 150 ake:ju:taraakensaija
151 (sotf:inoho:e)itsinsannajo ls2 sott:i:itsinsannaju:tarailsinsanna
410

jo 153 itJ:a:iken jo ls4 ikaJia:ikeN
wtss'skma 155 ikujoas 156 watigaikuNjo 157 anohana:lsire:nano:
kki.tm.nSiStlifi ls8 iko:omo:toru lsg ikaNjo:,ikuma: 16o iko:ja:
161 it:emita:no: 162 iljito:teikendejo: 163 itsito:mona:
164 it:emoraita:no:
?IES.tw.e,･fEma21iSl 16s iku3aro:te 166 ikan3aro:te 167 ikun3aro:
168 it:an3aro: 169 it:an3aro: 170 tabuName3aro:te
171 Xottiso:nate:no: 172 Xekaro:te 173 jowagenano: 174 ame3agena
175 taka:gena 176 ot:agena 177 thu3isammitajo:na
kllFal.ttlilliliSl ls6 ikujaraikan jara ls7 daregaikujara lss nannara
lsg darekaga lgo dokokapievf,dokozopil!>iik lgl itsujara
192 e:nkaino: 193 daregafitarumonkai lg4 jarankotogaarumooka
195 kuruju:nkai
EiEpt¥tiS21fi 2o6 moro:ta 2o7 kure: 2os jat:a 2og jat:aka:

toVS'piSt51 241 arigato:

639386 utNva'FeeMftmawtHIT
fa4t･a;tpt .iesljfiSt 147 hajo:okinasai#.,okiNka:,oki:ja:fa 14s taNtaNoki:,

okiNka 14g aketekureNka: lso aketekure:tiu:soi21!1,hajo:ake:tSa:
21i2 lsl ittfa:ikeNdo,xikiNname ls2 ittSa:ikeNtfa21,ikuna
ls3 ittfa:ikeNdo:,ittSa:damedo: ls4 ikaNJia:ikeN
desu.blI!geSIZSI lss attarimaeja,ikuija ls6 ore:ja21E,oregaikuija

ls7 naNtoanohana:kire:3ano:$ll1,naNtoanohana:kire:nano:fa212
keq.2EbkE.ngikJfi lss iko:toomo:ttoru lsg ikaNdejotr1,ikuma:tll2
160 iko:ja:,iko:ijatal 161 lkita:no: 162 ikito:detamaraNdejo,
ikito:denaraNdejo,ikito:demoteNdejo,ikito:deikeNdejo9
163 ikito:na: 164 ittemoraita:9,ittehoJi:211,×ittekurerutoe:gano:

E2
iPEESg･ewse･fikesiltSl 16s iku3aro:,iko:dai 166 ikaN3aro:,ikuma:

167
169
171
173
174

ikuho3aro: 16s ×ittJoro:dae21!,×ittatoomo:gano:,itta3aro:
ittaho3aro:fa,ittaso3aro: 17o o:kataame3aro:,amenogotoaruno:
diuriso:nano:fa,diuro:gotoaruno: 172 e:gotoaruno:,e:jo:nadejo
bjo:kinogotoaru,bjo:ki3ana:ka,bjo:kirali:dejo
ame3aso:nadejolli1,amerati:dejo,amettu:ttorudejo,

ametei:jorudejo,ametJi:jorudejo,amete:ja2,ame3agenant 2
17s taka:tfu:dejo,takairafi:na:,taka:te:ja,takaigenatal
176 ottatonaS(/21!1,ottate:ja,ottagenaijaZll2 177 thu31saNnogotoaru
rsEFdi.Mffgptfi ls6 ikujaraikaNjara ls7 daregaikuka,daregaikujarast
188 naNna: lsg darekagafa,dareka lgo dokkani lgl itsuka,itsujara
lg2 e:hokano:,e:hokana:,ekattaho3aro:kae
lg3 daregajaruna:ijanakotoija,daregajarumoNna:sonenakoto:
lg4 jaraNkota:na:ija$li,jarutfu:tarajaruija,jaraNtJu:kotogaaruna:
lgs kuruttejo211
411 ‑

'I{ISptlltiSa$l 2o6 moro:ta 2o7 kure:jaXff,kureNkana,jaraNkana{?>,jari:na

208 jatta 20g jattaka:
iSUtS')iSXEII 241 arigato:gozaimasuitsumosumimaseN,goneNnoirimafitetli,

gote:tfo:nido:moXll

639662 diMvaMRifHilTkEEIF2Te
fS}i4Ir･nt!t ･SXi}iklE 147 hajo:oki:ja,hajo:okiNJia: 14s hajookiNkag,

hajookiNka 14g mado:ake:jatal1,mado:akeNJia:st,mado:akenasaetll2,
sumaNgamado:aketekureNkaXll3 lso akeNkae,akeNka: lsl ittSa:ikeN,
ikaNho:gae:dejo ls2 ikuna ls3 ittfa:ikeN,ittfa:tsumaraN{i,,ikaNkoto
Xll ls4 ikaNkerja:ikeN,ikaNJia:ikeN{I},ikaJia:naraNtli
whsu.axl!lreifil lss ikuija ls6 wafigaikuN3afa,oragaikuN3aViE

157 anohana:naNtokire:nano:,naNttu:temokire:nano:{ie
kEYt2s,･en9i･ngijSXlfl lss iko:toomo:tSoru lsg jukumai,ikumai,ikuma:

16o ikaNka,iko:ja:,iko:3a:naeka 161 ikitaeno:,ikja:e:no:st
162 ikito:tetamaraN,ikito:terijo:ganae,ikito:tejareN,ikito:tenaraN
tw 163 ikito:nae 164 ittemorautoe:no:,ittemoraitaeno:
?EES.ShiZ91.fikmaiftJfi 16s ×ikukamowakaraN,×ikukamoJireN,iku3aro:

166 ikaN3aro:,ikaNkamoSireN,ikuma: 167 ikuN3aro:,ikuso3aro:
168 itta3aro:?li,ittaro:Zll 16g ittaN3aro:fa,ittaso3aro:

170 o:kataame3aro:de 171 diuriso:3a,￠uriso:na 172 josaso:na,e:jo:na
173 bjo:kiraSi:,bjo:kinojo:na,bjo:ki3a:nagka 174 amerati:,
ame3agena!21i,amete:jaZl! 17s takaiso:natai,takaiganafatai,takaiso:3atll
176 ottaso:3a,ottaso:na,ottagena 177 diu3isaNnojo:na,diu3isaNnojo:3a,
diu3isaNmitaina
eema.EEkiE51 ls6 ikukaikaNka,ikujaraikaNjara{e ls7 daregaikuka,
daregaikujaratll lss naNka lsg dareka lgo dokokaeL,dokkae
191 itsuka,itsujara2 lg2 e:nokano,e:Nkaeno: lg3 daregajarumoNka,
daregajaro:do{Ie211,daregajarukaeg{l>t}l2 lg4 jaraNkotogaarumoNka,

jaraNttu:kota:nae,jara:denarumoNka lgs kurutSu:Nka,kuruteja
tg2iptElliiflf1 2o6 moro:ta 2o7 kureNka,kure:ja 2os jatta 2og jattaka

asVS')ilglfl 241 goneNnoirimatitamono:gote:ne:niarigato:gozimasu,
otaegato:gozaimasuno:
639711 LLIM!Ellfifi.LLIililJGP)ktiEl]ipt71eell

ffi7i?;･#th･iXiiesan 147 ha:oki:jo,SaNSaNoki:jo 14s madaokinka:
149 mado:tti:ttoake: lso hajo:ake: lsl (sottii:)ittSaikendejo
152 ikuna:st 153 ittfaikendejo ls4 ikaJiaikeN
defi'dv4StEII lss iku ls6 oregaiku,oregaikund3ast ls7 anohana:kire:nano:
rdg.Ebi9i.nSilXSI lss iko:toomo:ttoruga lsg ikandejo 16o iko:d3anaika
161 ikutoe:no:?ll,ikltaino: 162 iklto:tenaraN 163 iklto:nai
164 ittemoraitaino:
ma.tsl!Zk･tikmailiSl 16s ikud3aro: 166 ikand3aro: 167 ikusod3anaikatll
412

16s XittSorud3aro:,ittad3aro: 16g ittrorusojanaikaXE
17o amed3aro:dai 171 ×diuriso:pinattano: 172 e:jo:na
173 bjo:kid3anairo:kano: 174 ameraSi:no:Zl!,amettfu:hanaSidejo,
amettejo: 17s takairaSi:no:tli,takaite:no: 176 ottate:no:
177 ￠ud3isannojo:nano:
eePdi.iSZffEre$1 ls6 ikvkaikaoka ls7 daregaikvka lss napika lsg dareka

190 dokokapi lgl itsvka lg2 e:nokaino: lg3 daregajarukaeno:
lg4 sorja:jaruijag,jaraokotomoaruija21! lgs kurute:no:
ESt!t:iStGl 2o6 moro:ta 2o7 kure: 2os jattadejo 2og jattakatno:
6UNS )iSZilfl 241 arigato:godzaimaslta

639807 thMKXNHi asITe
ffa4).;;!;Xltt .iosljlilglfl 147 e:korodeokiljka,e:korodeokinkaja 14s e:korodeoki:

14g mado:aketekurepka lso mado:akepka lsl (sotttie)jukunajo,
(sottSie)ikunajo ls2 sottfieikuna ls3 itttaikeN ls4 ikaJiJia:tkeN
tasc.blt!SEre;l lss iku,tkuijaat ls6 watigaikuino
ls7 anohananoktre:nakotqik,anohananokire:nakotoAado:
kZ･IEbRS.itSilZSI lss iko:tomo:toru lsg ikuma: 16o tko:ino
161 ikltaino: 162 iklto:temoteN 163 iklto:nai 164 ittemoraitaino:
ma.tw.e..fikmaiSil$l 16s ikud3aro: 166 ikja:send3aro:Zli,ikand3aro:as

167 ikund3aro: 168 ittad3aro: 16g lttand3aro: 17o o:kataamed3aro:
171 euriso:d3a 172 egena 173 bjo:kinojo:na 174 amed3agena
175 takaigena 176 ottagena 177 diud3isannojo:d3ano:,
diud3isannojo:nano:kii$l!
eeFdi･MEftiSiSl ls6 ikvkaikapka ls7 daregaikunka lss nanka21i lsg darekaga
lgo dokokapi,dokkaptival lgl ttsvka lg2 e:nd3aro:ka,e:nokano:st
lg3 daregajarumonka lg4 jarantSu:kotogaaruka lgs kuruttu:te
IRptectiSiEH 2o6 moro:ta 2o7 kure: 2os jattadejo 2og jattakaja
asUNS' )iSESI 241 oarigato:godzaisu

640492 rm4di{EI#KrpMHUhliff
det!k.¥lk.glEilj}ilg51 147 okipa:ikendapa:kaja: 14s koreokijareZli

149 mado:akeJia:ikendaJia:kaja: lso mado:aketJokejareXE
lsl ikitfaikend3e ls2 ikittaikepgana ls3 ikittaikengana
154 ikaria:ikeN
caca.axwa 155 ikutwa: 156 oragaikuadawai ls7 anohanakire:nana:
kwt･WtftiS･it$iSZSI lss ikatoomot:ro: lsg ikam:ai 16o ikaija 161 ikitSana:
162 ikitatekanawaN 163 ikittakotaria: 164 ikitemoraetJawai
n#fi.ewG･fikmaiSgfi 16s iktudara: 166 ikandara: 167 ikurdara:,ikurndarast
16s ikitadara: 16g ikitadara: 17o so:deamedara: ul ditu:sana
172 jogena 173 bjo:kigena 174 amedatsth:,amedagenaas 17s takagena
176 Ot:agena 177 diur3isan:ojana
eema･!S2iftEiSXSI ls6 ikurkaikaoka ls7 da:gaikurdajara lss nandae lsg darezoga
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190dokozoni

191

itsuldajara

192

e：dakae

193

da：gaja：daija

194jarantekotogaareheNwai 195 kuI：dakae
授受表現206剛rat：a 20790∫e 208 jat：a 209 jat：aka

あいさつ表現241dandaN
640743

鳥取県岩美郡岩美町浦富

命令・禁止・義務表現147sa：m。：。kju：de

148

150mado：ake：ju：tanoniwakara弓kae
153

it：∫a：ikeN

154

ikarende

156

samad。：akete：na

it：∫a：ikeX】9ana：

wa∫igaikunda，wa∫igaikuwema多

157 anohananoutsuku∫i：koto
意思・勧誘・希望表現158ika：tomot：oru
ikita：tekotaεN

163

15g

ikita：nai

ikamai
164

160

ika：ja：161

ikitaina：

ikitemo「aitai

推量・様態・伝聞表現165ika：Ja：多，ikudara：多166
167ikudara：ja：168

149

152

ikaJla：naraと〕ke

強調・詠嘆表現155ikuwaina

162

sa：・kiっka

151

ikandara：多，ikamaija：多

it：adara：多，ikitadara：多16g

it：adara：多，

ikitadara：多1700：kataamedara：ja：171φurisa：na 172 josasama
173bj。：kigena 174 amedagena多，amedasa：na多175 takagena
176・t：agena多，。t：asama多177φu3isan：・ja：na
疑澗・」反言吾表匪見
18g

darez・9a

186

ikukaikaXlka

190

193daregasurumondai
授受表現206murat：a

187

daregaikudaka

d・k・z。ni多，d・k：ani少191

194

2079。昌e：ja

188

jaraNt∫u：kotogaarukai
208

ageta上，jat：a

nandε：na

itsuda：192

209

e：ke：na：

195

kurudakae

jat：a

あいさつ表現241sum：a畠enanda

64076g

兵庫県美方郡温泉町湯

命令・禁止・義務表現147マークンモーオキーナ，オキネヤーナ148ハヨオキ，オキネヤー
149マト㌔アケテオクレー，マト9一アケテクレーナ150マドーハヨーアケ注，ハヨーアケーナ
151

（ソッチニ）イクナ，（ソッチニ）イキナルナ

152イクナ注

153イキテワナラン

154イカンニャーナラン

強調・詠嘆表現155イクデ，イクナー，イク156ワシがイクダー157アノハナノゥックシーコトワナー注，
アノハナノウツクシーコターナー注，アノハナノキレーナコターナー

意思・勧誘・希望表現158イヵートォモットル159イヵメヤー，イキャーヘン160イカーイ
161イキテヤーナー162イキターテタマラン少共，イキターテヵナワン誘多163イキターニャー
164イキテホシー注，イキテムライタイ上

推量・様態・伝聞表現165イクタ
169イキタダラー
174アメタ

サーナ

騨！。反言二二】i見

ラー166イカンタ

170オーカタア四周9ラー
175タキャーサーナ

186イクカイカンカ

ラー167イクダラー注168イキタダラー

171ブリサータ9

176オッタサーナ

187タ

177フシ

レカ9イクタ9カ

172ヨゲナ

173ビョーキケ

サンミテヤータ9

188ナンテ

ヤー

189タ

レソ9カ9

190ドコゾニ191イツダー，イツダカ共192エーダカナ，エーダカナー
193タ9レカ

ヤルモンケヤー

195クルタ

ッテー

194ヤランコトカ

アルモンカ，ヤランチユーコトワアリヤヘンワイヤ

授受表現206ムラツタ，モラツタ共207オクレ，クレー下，クレーや下208ヤッタ209ヤッタカェ
あいさつ表現241オーキニ，オーキニアリがトーゴサ

イマス注，オーキニアリがトーアリマス

414一

ナ

640gOO

兵庫県城崎郡竹野町竹野

命令・禁止・義務表現147オィジヵンダテ・オギーヨ148コラォキンヵイ14gオィマト
150コラマト9アケー

151ユクナイヤ

152イクナ

153イ・リチャーイケン

アヶテクレーヤ

154ユカンニャーイケンタ9

強調・詠嘆表現155ユク，ユクワイヤ156ワシがユク，ワシがユクンダ、．157アノハナノウツクシーコト

意思・勧誘・希望表現158イコートォモッティル15gイヵン，イヵメヤー誘160イヵイヤ
161イキテヤーワイ，イキテヤーワイヤ

162イキトーテタマラン，イキターテタマラン誘

163イキターニヤー

164イツテモライタイ，イッテホシー誘

推量・様態・伝聞表現165×イクデ，イクダローデ誘166ユカンデ，ユカンダローデ誘
167ユクンタ◎ロー

168イッタンタ9ラーナー

169イッタンタ

ラーテ9

170

×アメカ

フルタ9ローテ9注

171プリソーダ誘172×イーダロー，×エーダ玉川誘，ヨゲダ誘173ビョーキゲナ
174アメタ9ソータ9誘，×アメフリダソータ9．175タカイヨータ㍉タカイゲナ誘176オッタソータ9
177フジサンノヨーダ，フシゆサンミタイタ9誘

疑問・反語表現186月目ヵユカンカ187タ

レがユクンカ，ダレがユクンダカ188ナンダイ，

ナンデャー誘189ダ励が，ダレゾが誘190ドツカニ191イツカ，イツタ9一誘
192イーンカナー，イーカナー，エーカナ引時193ダレがヤルゲイヤ，ダレがヤルダイ
194ヤランコトカ◎アルカイ

195クルタ9ッテナ考

1受受表現206モラツタ，ムラツタ誘207クレーヤ

208月目タ

209ヤツタカイや

あいさつ表現241オーキニ

640958

京都府熊野郡久美浜中小桑

命令・禁止・義務表現147haj・。kij・148

150akeju：taraakenka
153ittewaakanzo

154

151

haj・・k角kai

ikudewanaizo

mad。・aketekure：ja

ittaraakanzo

ikanJla：na「aN

強調・詠嘆表現155ikuwa，ika：ka：注156
157ija：anohanawakire：dana：
意思・勧誘・希望表現158ika：t。omottoru

ika：ja古161

14g

152

iki機ma：162

uragaikuwa

15g

ikanwa，ikamε：160

ikita：tetamaraN

163

iko：ja，

ikitan2：

164ittemorait3：

推量・様態・伝聞表現165ikudara：na：166
168

ittandara：

172

×e：ze，jogena

175

輔・購見

taka∋：9ena

186

18g

16g
176

ittandara：
173

ikudarama：
171φuriso：nana：

bjo：kigaarahenka，bjo：kigenana：

0ttasa：na

ikundakaikandaka

d・・e・。・・190

ikandara：na：167

1700：kataamendara：

177

187

174

amedagena

φu3isa漉noja：da，φu5isannoja：na

daregaikunda：

d。k。…i，d・k・z。・，d・kk・ni

188
191

nandaija：

it・uk・192・・k2・na・注

193daregasurumoπjka，daregajarumoηka，daregajarukai
194

ja「eNju：kotogaarukai，jarennejakotogaaruka，

jarent∫u：kotogaarukae

195

授受表現206maratta注207 kure：ja
あいさつ表現2410：kinia「igato：

641131

krutte：，krundatte：

208

jatta

209

jattaka：

島根県平田市口宇賀町

命令・禁止・義務表現147m。：・k＝taja，m。：・k1：，m。：・kエta：，mo：・kIre：

148m。：okエ：ja注，m。：。klnka注，mo：okエre：注14g

一415一

ake：，aketagae：dene：ka，

aketegofe:jaedi,akere$ lso akere:,akenkath lsl !kthna ls2 ZkUna211
ls3 rkUna,rkrtewarkenzr ls4 1'kanjalkenga,l'kanjalkenzi'
whsu･skggeiElfi lss l'kUwana ls6 oragaZkUzl',oragarkuwana

157 na:ntok!re:nahanadano:,rrppanahanadano:
PdJk'enii.nSilillE lss Zkatoomottloru{il>,zkatoomottoru‑lt lsg rkjaren,
lkUmaei9itli 16o rkaja,Zkakoe21 161 1'kZtegano:,lkztewa
162 lkltatetamaran,rkZtaterken 163 rkttanae 164 !k.Ztemoraetae
ma'i{RfZk.fikasilXSI 16s i'kUdaro:J tai,rkudara:{} 166 rkjatendaneka,

lkandara 167 rkUdarazZ,i'kudanekaas 16s ×1'kltjo:wana,
rk!tadara:zrna 16g rkZtadara: 17o Xo:kataamedawa,o:kataamedara
171 thu:sagena,￠u:sageda,diu:sanawa 172 josagena,josageda
173 bjo:krrasl,Ztaslgena 174 amedagena{i}>,amedasanal!> 17s takegena,
takaegena‑lt 176 ottatona,ottagena 177 diU3ZsanmZtaeda,
diU31'sanml'taena
eera.Niptig7Sth ls6 rkUkarkankal!>,lkUdaelkandae,rkUdaerai'kandaera{}

ls7da:gal'kUdae!ie,da:garkUdaera2e,da:l'kUja:{l>lss
nanka, nankae
'
nandara: lsg darrzoga,darl'kaga lgo dokozonZ,dokozoneF lgl rtsudae
1'tsujara‑lt lg2 e:kaena:{ie,e:daraka,e:dakana: lg3 da:gaja:monde
194 jarankotogaa:monka lgs ku:ka:,ku:tete:
EEptlleili!ifi 2o6 moratta 2o7 goeta,gotelll 2os jatta 2og jatteja:

toUSOXSI 241 dandan
641222 ftsc/4wtaniler
ff}r41r'ightht .iSillikJfi 147 haekotookr:daga,hajakotookrdagatal,xmo:osonna:zo,

hajakotookr:ja 14s hajakotoekl:ja,oki're,okZnasaejatli
149 aketegoJejae,aketegole,akenasaeL
lso gUzrgUzrSezXnrhaekotoakejaetll,gUzZgUzZfezrnrhaekotoake:tll
151 :kUdanae ls2 1'kUdanega ls3 ZkUdanega ls4 lkanjal'kenwagst
desc'dvma 155 rkUdeil; ls6 waslgarkUzo ls7 anohanawari'ppanahanada,

rippanahanades!ne hanadana

IecI.kbliii.egiSan lss '1'kutoomottSo:gano lsg rkanzl,rkantoomo:tSorugano
160 lkaja,Zko:ja 161 i'kUtoedadomona,rkltena:st
162 ikrtatelk'Ztatetamaranaena,i'kZtatel'kttatetamaran,rkXtateZkenth
163 ikrtekotanae,l'krtanaest 164 rttemora:toe:gano:
IEkSl･ew/S･fikeaili51 16s i'kudara: 166 rkandara: 167 rkudanekaja,

l'kUdara:de 16s lkZtadanekaja,ikltadarafa,Xittfo:zZZII 16g lttJo:de,

rk1tadara,rttto:toomo:gano: 17o ×do:ieamedade,o:kataamedanekaja,
o:kataamedara 171 thU:jana{},diU:sagenag>tr 172 XZ:janakrgasUrU,
josagena,josageda,jogenaS 173 guaegawarUkanekaja,1taslgena,
1'tasrrasrtr 174 amedasana{5,,amedagenast{!> 17s takaerasl,takaegena,
takaesanast 176 ottagena 177 diUzlsannZnltro:no,diUzlsannojana,
diUzZsanmitaedaer
eema.5Z/iiklZst ls6 ZkUkal'kanka#.,lkUdakazkandakaf!5,l'kujaralkan jara#.,
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'

ZkUdaerarkandaera{il>tr,lkUdaelkandaeta ls7 da:gal'kUdaka lss nandaka
Ll>,nandajafa,nandae#. Isg da:daka lgo dokozon! lgl mae:$li,ZtsZdaera
IiilE} lg2 rdarakanatal lg3 da:gaja:monde lg4 jarankotogaa:monkaZli
195 kU:tete:
ptijl2iS2Sl 2o6 moratta 2o7 goSejae,gosl'dawane‑E,gosrnae,gofeja,goeta

208 jatta 2og jattaka

6VSoilaSt 241 dandandandan}
641287 EallgRfigsti#KtauawrMua
tf}rtt?r.;:IILlt.SillNEl 147 ok1:jo,mookr:jo,×okr:dagatr 14s koraokinka

14g madooaketegote:ja! lso xhajakoto21,hajakotoaketegote:jar,
hajakotoake:st lsl rkthnajo ls2 Zkthna,i'kdid3anaizo:,lttjarken
153 rttjarkenzo 154 ikanjarkenda:,1'kanjarkenda
Xca.blq9!eefi lss Zkutde: ls6 wasrgalkutwaZ,oraga,oragarkthjo
157 nantokZre:nahanadana:
kg.eeiS.RseiSt!il lss rkakatomottjo:fa,xkatomottjo: lsg rkrme
16o ikakoe 161 rkZtena: 162 rkrtateZken 163 Zkrtekotane
164 rkrtemoraetae
tkS.)tsWIS.fikmaiSafi 16s rkdidarade: 166 rkandara 167 rkutdarade

168 rkrtadarade 16g rkitadara 17o Xo:kataamedade:,amedarade:
171 ×thW:jana{l>,diut:sagenafa,thul:sagedaL!> 172 jogena,josagena

173 rtasrgena u4 amedagena,amedasrkodai!f 17s takegena,takesrkodaitf
176 ottagedenatl!,ottagenal 177 dithd31sanmZtalna,didid3rsannojana,
diutd3rsannajada
jeEFdi.!ftESk31 ls6 1'kWdaerkandae9,ikthdaerarkandaeral!i ls7 da:garkdidae

188nandae18gda:zogalgodokozonilgl1'tsthdaelg2e:kaZna: '
193 da:gaja:monde lg4 jarankotogaa:monkagL!>,dogedemojattjardig
195 kth:kajatr 1 ,kth:tete:jatai2
liEptieilZifl 2o6 moratta 2o7 gotejar 2os jatta 2og jattakaja
asUS'DiliEn 241 gonenne:masrtata!,dandan

641355 EemSl)kiFmaen
dit2r.nt!t .2iiifiiSl 147 mo:okgl'jo: 14s mo:okgZ'nka 14g mado:aketegoSe:jai

lso hajakotomado:akenka: lsl iktunajo: ls2 iktu3anaizo:
153 ikgZtlaikeNzo: ls4 ikaJiaikeN
thsc.axqgEiSgSl lss ikuawai ls6 oragaikurwa: ls7 anehanawakgledana:,

anohanawakgZenana:
kg.suftIE.tgikSl lss ika:tomot:So: lsg ikamai 16o ikaija 161 ikgZtJana:
162 ikg!tatekanawaN 163 ikgrtfakotanai 164 ikgZtemoraitai
iitg.ma.fikPma 16s iktudara: 166 ikandara: 167 ikvadarazoi
16s ikgrtadara 16g ikgrtadara: 17o o:kataamedara: 171 diut:sana
172 jogena 173 bjo:kgZnagena 174 amedagena,amedasa:na 17s takaigena
176 ot:agena 177 diuldzthsam:itJa:na
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eema.!ftEEi*gifi ls6 ikwdaeikandae ls7 da:gaikuija: lss nandara lsg da:kaga,
da:zoga lgo dokozoni lgl itsdidaja: lg2 e:kaja: lg3 da:gaja:dara

194 jarankotogaa:mooka lgs kua:tete
waptiSZiijl 2o6 morat:a 2o7 gofe 2os jat:a 2og jat:aka

asVSO$all 241 dandaN,dandandandaN
641soo klB(l41 rk{E#ISJkcSklH]'J)k<t;rMs:tig

fS}iill;･ajdi6 ･5iSrefi 147 mo:okirundade,hajakuokinasai 14s hajaoki:

149 mado:aketegose:ja: lso hajamado:ake: lsl ikuna ls2 ika:ikeN
153 ika:tkeN3e ls4 ikaJiaikeN
kde･dvr!S!liSXlfl lss iku3e,ikuwaija ls6 oregajuku3e

157 anohana:utsukufi:na:,anohana:kire:dana:
kK.tm･R¥Ni51 lss ika:tomot:oru lsg ikamai 16o ikaija 161 ikitaina:
162 ikita:tekanawaN 163 ikitSa:nae 164 it:emoraitai
?kij･ew.U.,･fikmaasl 16s ikudara:ja: . 166 ikandara:ja: 167 ikudara:
168 it:adara: 16g it:andara: 17o o:kataamedara: 171 diurisa:na
172 jogena 173 bjo:kinoja:na 174 amedasa:na 17s takagena
176 ot:adiu:da 177 fu3isan:oja:na
Slfldi･iftEgiSViEl ls6 ikukaikaNka ls7 daregaikuka lss nanda lsg darezoga

lgO dok:ani,dokozoni lgl itsudaka lg2 jokara:zoi lg3 daregajarudai
194 dogatitemojaruwaig lgs kurudat:e
EIEptlltiSZIfi 2o6 morat:a 2o7 gofie: 2os jat:a 2og jat:aka

zaVSOikM 241 jo:kosona:
641570 kHst!41 MfEI#ISeeftIETftEIB
deEit.;!RLltt ･XilSiStlll 147 okinareja 14s okija 14g to:akete:ja,

to:aketegose:ja lso to:akenka: lsl ikareNd3e ls2 ikareN
153 it:araikeN3o ls4 ikapa:ikeN
wtsc'dv4SeStlSl lss ikud3e ls6 oregaiku ls7 na:ntfukire:nahanadae
kigN'2Ebki}'ntseiStSt lss ika:toomot:oru lsg ikamja: 16o ika:ija

161 ikitaina: 162 ikita:tekanawaN 163 ikitanal 164 tt:emoraitai
va'tsllfi"..fXeeilZSt 165 ikudara: 166 ikandara: 167 ikudara: 16s it:adara:
169 it:adara: 17o o:kataamedara: 171 diurisa:na 172 jogena

173 bjo:kigena 174 amedasa:na 17s takagena 176 ot:agena,ot:asa:nafa
177 diud3isam:itta:na
;elr/di･NEkiSl51 ls6 ikukaikanka ls7 daregaikuka lss nanda lsg da:d:zoga

190 dokozoni lgl itsudaka lg2 e:kana: lg3 da:regasud:aija:
194 dogademosud:zo: lgs kurudat:e
waptiSiJfi 206 murat:a 2o7 gote: 2os jat:a 2og jat:aka

36Vg')iEiiE 2" arigato:gozaNtite,jo:kosojo:kosoll>

641622 k]IW4fiesasilEEFwr)kflPma
fi4)･#Jh.scE}iSX$l 147 mo:okitarado:ka 14s okinasai 14g aketekurenaika,
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aketegotenka{} lso ake:na lsl ikinan:a ls2 it:Sa:ikeN ls3 it:la:ikeN
154 ikana:naraN
dede'bl4%Sfi 155 iku3e 156 wafigaikunda ls7 nantoutsukuti:hanadana:,

nantjuutsukuJi:hanadana:
kwt.kbkiS.ntSt21tliE lss ika:toomot:oru lsg ikamai 16o ika:na
161 tkitaina: 162 ikita:tetamaraN 163 ikita:nai 164 it:emoraitai2e,

ikitemoraitai
va.JBgeS,･fikmaiSgit 16s ikudara: 166 jukandara: 167 ikundara:

168 it:andara: 16g it:andara: 17o o:kataamedara:de 171 diurisa:da
172 josaso:da,Xjokara:ka{ii>,jogeda2as 173 bjo:kirati:
174 amedasa:na 175 takagena 176 ot:agena 177 thu3isan:oja:da
ra!FS.NEkSglfl ls6 ikukaikanka ls7 daregaikuka lss nanda lsg darezoga
190 dok:ani,dokozonifa lgl itsuzoka lg2 e:kana: lg3 daregasurumonka
194 jaraokotogaarumonkag lgs kurudat:e:
Iagt!2iSgSl 2o6 murat:a 2o7 goSe: 2os jat:a 2og jat:aka

tobSOiSZifl 241 sum:aten:a

641659 an411SesasXffl]r?tltN
tatt;t･ajsttLlt･2EilmeE 147 hajookinse:na 14s hajookinkaija

149 madooaketegose:ja lso hajoakenkaija,hajoake:tal lsl ikunaija
152 ikarendzo ls3 ikarendzo ls4 ikanja:narap
desu'blma 155 iku 156 uragaikuwaitai,uragaikudai
157 nantfu:utsukufi:hanade:naZl
kk'EbSE･it$iSSiR lss ika:toomottoru,ika:toomoiorufa lsg ikanwai
160 ika:ja 161 ikite:na: 162 ikita:tekotaep 163 ikita:ne:
164 ikitehofi:na:
ikig'tslltlSl'tikFisfiiSi51 16s ×iku,ikudara:M 166 ikame:dze,ikandara:xt

167 ikudara:dze 16s ikitadara:na 16g ikitadara: uo te:ge:amedara:
171 diurisa:dana: 172 jegenana:,jogenadzeZl! 173 gue:gawarugenana:,
gue:gawarugenadze 174 amedagenadze 17s take:genadze,take:genana:
176 ottagena 177 diud3isapmite:na
reifdi･Nffgfffi ls6 ikukaikanka ls7 daregaikuda: lss nanda:,nandaija
ls9 daredzoga lgo dokodzoni lgl itsuda: lg2 e:dara:ka
lg3 daregasurudai lg4 jattaruwai lgs kurundatte
l!le/ltEiSiEE 2o6 muratta 2o7 goseija 2os jatta 2og jattakai

asVNS')iSeSl 241 arigato:godzansu,dandannisumimasenna:tll
641854 JfiXlwtiteSlgSNmaeq*Mpm
teiiilr･ttut .SEZIiS2Sl 147 okiNsareja: 14s oki:ja 14g aketokure

lso aketrittaraakei,aketfittaraakeNkaija lsl ikaNho:gai:ze,
ikunaija,ikunajo ls2 ikudanee:ttta ls3 ittaraakaNdze:
ls4 ittekonja:naran,ikanja:naran
assc.bl4ge52Sl lss ikuwae ls6 wafigaikuNda ls7 anohanaadzuakee:na
‑ 419 ‑

意思・勧誘・希望表現158ika：toomottoru
161ikit｛碧：na

162

推量・様態・伝聞表現165ika：ze
168

ittadara：

15g

ikita：tekanawaN

16g

166

ittadara：

163

ikam田：160
ikita：n鴇：

ikja：heNze

170

167

ika：ija：
164

ittemo「a∋：tお：

ikuNdara：ze

ta∋：ga∋：amedara：

171

φu「isa：na

172」。・・n・…173b」。・ki…aze，b」。・ki・・n・…174・m・d・9uwa：daze
175tak｛￡：guw紀：na，takε：9uwa∋：da，tak田：gena

1760ttagena

177φud3isaNmit詑：na

疑問・反語表現186ikukaikaNka
18g

daregaga

190

187×darega

dokoze：，dokozoe

191

188

naNd謝na注1評aNdaija注2

itsu竃da：

193daregajarumoNka，daregajarukaija

194

192

e：kana：

JaraNtook鎗＝heN

195kurudatte：

搬i表明見206muratta

207

kure：ja

208

jatta

209

jattakaija

あいさつ表現241do：mosuINmaheN
641910

兵庫県城崎郡日高町十戸

命令・禁止・義務表現147ハヨォキョォ148ハヨォキンヵイ149マト
150マドオアケェヤ

151

（ソッチェ）イクナヨ

オァヶテクレ，マト

152ソッチェイクナ

オァケトクレ注

153イタラアカンソ

154イカニャアナラン

強調・詠嘆表現155イヵア156ワシがイクソ 157アノハナワキレェダナア
意思・勧誘・希望表現158イヵアトォモットル159イ両目ェ160イカアヤ161イキテェナア
162イキタアテシャァネェ

163イキタアネエ

164イテモラエテエ

推量・様態・伝聞表現165イクンダラァ166イヶヘンタ
169イッタンタ9ラア
173ヒ9ヨオキケ

170丁丁カタアメタ

ナナア

174アメンタ

ラァ
ケ

ラァ167イクンダラァ168イッタンタ

171ブリサアケ

ナセ

ナ

172ヨオケ9ナナア

175タケェラシイ

176オッタケ9ナ

177フジサンミテエナ

疑問・反語表現186イクヵイヶヘンヵ187ダレがイクンダァ188ナンダェ189ダレゾが
190ト9コソ9エ191イツンタ◎ア192エェノカナア193タ9レカ

ヤルカェ194ヤッタルマア注

195クルノカイや

授受表現

206マラツタ

207クレェヤ

208ヤツタ

209ヤツタカ

あいさつ表現241結目キニ

641918

兵庫県出石郡但東町出合

命令・禁止・義務表現147オキヨ148ハヨオキヨ149アケテクレ150ナンデアケンタ
151

（ソ、ソチェ）イ・ソタライカンイカン

152ソッチェイッタラアカンテ

注

153イッタラアカソ

154イカンナランテ9

強調・詠嘆表現155イクィク156オレがイクンダ

157アノハナワキレイダナア

意思、・勧誘・希望表現158イコオトオモットルンダカ
162イキトオテタマラン

163イキトオナイ

推量・様態・伝聞表現165イクダロオゼ
168イッタンタ9ロオナ

172ヨサソ引目9ナア
176オッタケ

166イカンタ

169イッタンタ9ロオナ

173ビヨオキケ

ナ177フシ

159イカン160イコオヤ161イキタイナア

164イッテホシイ

ナナ

ロオナ167イクンダロオデ

170オオカタアメタ9ロオ

174ア国国9ソオタ9ナ

171プリケ9タ9ナア

175タカイソ動物9ナア

サンミタイナ

疑問・反語表現186イクカイカンカ187ダレがイクンダ

一420一

188ナンダ中開ナ189タ

レゾ

ラア

190

ト9ッカニ

191イツカ

192エェタ9ロオカナァ

193タ

レカ

ヤルモンカ

194ソラアヤルワイ

195クルンカ

授受表現

206モラツタ

207クレ

208ヤッタ

209ヤッタカ

あいさつ表現241オオキニ

64204g

島根県鯛ll郡佐田町大字反辺小字水呑

命令・禁止・義務表現147・kエnasae

148。k＝：，。臆re注149

150koramadooake：，koramadooakere注
152

sotts工ek曲na

153

＝tt∫a：ekeN

151

154

mad・・akenasae

（sotts工）ek曲na

ekanja：ekeN

強調・詠嘆表現155ek曲」・1560ragaek曲」。157 an。hanakエre：dana：
意思・勧誘・希望表現158eka：t。。m。：t∫o：注15g eka：mae注，ek曲mae注160 eka：ja，
×ekQ：ja注

161

ek！te：na：

162

eklta：tetama「aN

163

eklta：nae

164gttemo「aetae

推量・様態・伝聞表現165ek曲d3種目a：注166 ekand3ara：167 ek曲d3ara：
168ettad3ara：169 ettad3ara：注，ettan・d3ara：考疑注
1700：kataamed3ara：

171φ曲rfsagena注

172

1739朗aegawarエ：rasl：多，bj・：Mrash
176

0ttagena

177

174

josagena注
amedagena

疑問・反語表現186ek曲kaekaOka，ek曲dakaekandaka注187
188夏anda多，naηka少18g
192e：kana：

193

175

takaegena

φ曲dzlsannoja：na注

da：kaga

da：9aja：moXlka

190

194

da：9aek山ka

dokoz。nU91

ets＝daka

jaraOkotogaa：mo功ka

195

k曲：tsエteja

注

授受表現．206m。ratta

20790eta多，90∫e

あいさつ表現241da灯dan，dandan
dandan

642157

208

jatta

209

jattaka

a：9ato：90dzaemas1注，

a：9ato：90dzaemas工tene

島根県大原郡木次町大字西日登字芦原

命令・禁止・義務表現147sa：。kinasae，hajakuok＝r。，okエ：okI：

148hajakotohajakotookIreokIre誘，hajahajaokIre誘，hajahajaok工：ok工：
注 14g madooake聡asae注，madooaketek dasae，madooakete注
150madooakejo，madooake：da，madooake：識主
五k耽ewa＝ken

1kftjafken

jo，＝kエtjaエken

jo

153

jo，エkudanae

1511k工tewa冗kema∫en
152

fku3anaejo，

ikudanaejo注，工tt∫adamedajo注

強調・詠嘆表現155五kimasu注，1kukenn。：156

jo，

154冗kanja工ken

watakusIgalku注

157totelmoutslkus＝：desune注
意思・勧誘・希望表現1581ka：t。。mott。ru上，1ka：t。。mottj。：注1591kan，＝kamae

誘考注160エka：ja
163工k！ta：nae

164

161

ikltae照：，1klte：na：下少162臨Ita：tekotaen

工k工temoraetae

推量・様態・伝聞表現1651kudaro：多上，1kudara：下古注166エkandara：古少，．
1こ口ndar・：167エkudar・：．，翫udara：古少1681ttadar。：上共，エkltadar。：，

mtadara：古少16gエttadar。：上注，mtadaro：注，mtadara：古少注
170・：kataamedar・：注，。：kataamedara：古少注171×φu：ra51：多，φu：sagena
少172×e：ras1：多注1，e：s。：da少注2，jgsagena多173

一421一

bj。：Hrasエ：上，

Ztasi'gena{i, 174 amedaso:naZli,amedagena 17s takaegena{?>,takaeFo:na
L!)lli 176 ltaso:natr1,ztaso:dal}1,ottagenai,3EXII2 177 di!zrsannoja:na
eema'!SiiniE71ZSIq 186lkUdaXkanda,lkUdakaikandaka,lkudaerkandae{}
187 da:gaZkUdae lss nandae lsg da:kaga,da:zlga2 lgo dokozZnl
lgl ltslzrtll,rtsldaerant lg2 I:dara:ka lg3 da:ja:monkaZll

lg4 dogedemoja:,jarankotogaa:monkant lgs kU:kaja,kU:teteneEl}
}eetieiiStgl 2o6 morattaN),mora:ta{b 2o7 gore 2os jatta 2og jattakaja

asLNS')ifZSI 241 dandan
642293 UJkR)/lil,l:{IF#ISEgE‑Hl]T)k<llPNEMfiizft

ditr<7.tclk.eema 147 mo:ok1:jatll,mo:okZnasai‑lt,he:okZ:ja 14s ok1'raeda,
koraok!raeda,he:okrraeda 14g madooakete,madooaketegoteja
lso koramadooake:jo,koramadoeake:Zll lsl 1'kunajot}!,rku3a:naezo
152 1'ku3a:naezo,1'ku3a:naezZ ls3 Xttfa:Ikenzr ls4 rkanja:i'ken
whsc･bltgeX]Sl lss rkujo ls6 oragal'kujo,oragaXkugaut
ls7 anohana:rZppanana:tr,k1reinana:tr,krreidana:21
=Jst it g.EbkiE･ntSiillfi lss i'ka:toomo:tjo: lsg Zkanzo,1'kanzl'L!>lt 16o Zka:koi

161 1'k1'te:na: 162 ZkZta:tekanawan,1k1ta:teZken{},Zk1'ta:tetamaran{!>

163 lklta:nae 164 Zttemoraetaeil;#.,xrttemorawanja:!ken
ma'tsYS.･fikFifi7SXESt 16s Zkja:Jendara:katr1,lkudaratr2 166 rkandara:

167 Z'kudara: 16s ×Zttjo:watall,tttadara:212 16g rttadara:lli1,
tttjo:wa2112 17o o:kataamedara: ln ×diu:dara:,diu:sagenalli
172 josagenaXE,josagedatll,jogenast{l> 173 Ztasl:zl',l'tasl'gena{l}

174 amerasl',amedagenatli 17s takegena{},,takaesa:nass{l> 176 ottagena
177 diuzrsannoja:na{}>,diuzl'sanmi'taenaLl>
ftffdi･!SZESSgfi ls6 rkudaera1kandaerafietr,rkudaeZkandaell>tll
187 da:garkudaera lss nandae lsg da:zrga lgo dokozZnZ lgl rtsl'daera
192 1:dara:kano:,1':dara:kana: lg3 da:gaja:dae lg4 jarankotogaa:ka
i!7/?Ell,jarankotogaa:monkaltw}i lgs ka:kajaZll1,kU:tete:tl!2
lesptleireiE2 2o6 mora:ta 2o7 gofe,gossaeL 2os jatta 2og jattaka

6V?IS')21Zlfi 241 sunmarenne:,dandan arl'gatogozaemasx
642339 kllY/mpHS];II3?Vff[fiT?]llg

fSitilb･#th･liiiSiiZSI 147 mo:okipa:iken3a:naeka 14s hajaoki

14g sonomado:akete,mado:aketegofe:st lso hajaaketegoie:st
151 abunaeken(sotti:)iku3a:nae ls2 sokoiku3a:nae ls3 ikitta:ikeN
154 ikaJia:ikeN
dede'it4SeilZSI 15s ikuwae ls6 waSigaikunda ls7 anohana:hon:nikire:dana:
kk･2enEIi.Ri,k.iiiS2Sl lss ika:toomotJoru lsg ikimai 16o ikaija 161 ikitaena:

162 ikita:tetamaraN 163 ikita:nae 164 ikitemoraitai
?EES･tslf9S,･fikea2kifl 16s ikudaro:jpe.,ikudara:$ 166 ikandara: 167 ikudara:
16s it:adaro:.ti.:,ik9itadara:as 16g ik9itadara: 17o o:kataamedara:

171 diuriso:da 172 jogena,josaso:da#. 173 bjo:kidagena 174 amedagena
‑ 422

175 takaigena 176 orjot:agena 177 diud3isam:itaena

eeRdi.ptma ls6 ikukaikaoka ls7 daregaikuka,daegaikujaraS lss nanda:
189 daezoga lgo dokozoni lgl itsudaka lg2 i:dara:ka
193 daegaja:monka lg4 jarankotogaa:monka lgs ku:Siko:daka
Ieet!4eiSZJ;l 2o6 morat:a 2o7 gote 2os jat:a 2og jat:aka

toVNS')iliSl 241 dandaNZII,arigato:gozaemasu#.
642537 pmLLIptgMas‑EiifMJF!r7IstJF!r

de<}'scL[lt'5iiSil2Sl 147 i:kozjakarahajakuokinasai,i:kozja:ke:hajo:oki:,

i:kozjakarahajo:oki: 14s korja:hajo:oki:
14g i:kodakaramado:akenasaitll,i:kozjake:mado:ake:2e
150 korja:mado:ake: lsl ikuna ls2 ikuna ls3 iQtaraikeNzo,
iQtewaikeNzo,iQcja:ikeNzo ls4 ikanja:ikeN
whsu.sktgeiSVil lss iku,ikudept,ikuzost ls6 wasigaikuNzja
157 boQko:ucukusi:na:U>tli 1 ,boQko:kire:zjana:$li 2 ,boQko:kire:nana:
tll 2 ,doraikire:nana:SF
kN･tm.e$iSglfi lss iko:omo:toru lsg ikumai 16o iko:de 161 ikitaina:
162 ikito:tetamara@,jukito:tetamaraN 163 Xjukito:naiZll,ikito:nai
164 iQtemoraitai
iES.twS.fikriastljl 16s ikudaro:,iko:as 166 ikaNdaro:,ikumaist
167 jukuNdaro:l,ikuNdaro: 16s iQtadaro: 16g iQtaNdaro:
170 o:kataamedaro: ln huriso:na 172 josaso:na 173 bjo:kirasi:
174 amezjaso:na 17s takaiso:na 176 itaso:na21I!,oQtaso:natw
177 huzisaNnojo:na
jGERS.5iiiStEE ls6 ikukaikaNka ls7 daregaikuka,daregaikujarast
188 naNnara lsg darezo lgo dokokanl lgl icuka lg2 e:kana:
193 daregajarumoNka lg4 jaraNkotogaarumoNka lgs kuruju:te:t
IgSlll2iSZlflt 2o6moro:ta2o7kure:2osjaQta2ogjaQtaka
toUS' )illlil 241 arigato:,sumimaseN
642649 ne!tst;41TkBE#KguterE5]li(

de4t'XLLlt.eeS$ZSI 147 hajo:oki:jo: 14s hajo:okinka 14g mado:aketekure:
l,mado:aketegose:ili lso mado:akenka lsl (sot:ti:)ikuna
152 sot:riniikunaZ}i ls3 it:fatikeN ls4 ikaJla:naraN
desc.skqSijSS;1 155 ikuze ls6 watigaikuri3a ls7 anohanawanaJitSu:kire:3a:st
kE.E.t.tm.RYiSiSl lss iko:toomo:torul,iko:toomot:orust lsg ikumai
160 iko:ja: 161 ikitaina: 162 ikito:tetamaraN 163 ikito:nal
164 it:emoraitai,ikitemoraitaistGI>
ue'Jlecfl",･fikmaiklfi 16s iku3aro:l,ikudaro: 166 ikap3aro:2,ikandaro:
167 ikup3aro:fa,ikundaro: 16s it:a3aro:,it:adaro: 16g it:ap3aro:
17o o:kataame3aro:2,o:kataamedaro: 171 thuriso:3a 172 josaso:3a
173 bjo:kirafi:S,bjo:kigenaS 174 ame3aso:na 17s takaiso:3a,
takaiso:na 176 ot:aso:3a 177 diu3isan:ojo:3afa,diu3isan:ojo:nash
‑ 423 ‑

疑問・反語表現186ikukaikaOka

187

190dok：ani，dokozoni誘

191

daregaikuka
itsudaka

188

192

n節3a：189

da「ezoga

e：nokana：

193d・・e9・」・・um・脚194」・・aOk・t・9aa・・m・脚，・ura・」・・誘

195ku「UJ13at：e

授受表現206m・rat：a共，m。r・：ta多207

kure：，9・se：古誘208

jat：a

209

jat：aka

あいさつ表現241arigato：，sum：aseN

642692

岡山県苫田郡加茂町塔中

命令・禁止・義務表現147haj。：。kinja：9aQk・：。kurerude：，。kiN膿：
148

hajo：oki：

152ik…153

14g

aketekurjo：ja：

150

i・・」・・ik・・d・・，ikunae

hajo：akeNka

154

151

icja：ikeNde

ik・・j・・…a・注1，

ik・n」・・ik・N敵軍2，ik・n」・・。・N別注2

強調・詠嘆表現155ikude：，ika：zja誘下感156
uragaikude下157

wasigaiku，wasigaikude，

an。hana：kire：nade，anohana：kire：nana：，

anohana：doer田：kire：nana：

コ

aれohaaa：boQko：kire：聡ana：

意思・勧誘・希望表現158iko：omo：toru
161iki機：na：162

159

jukum叙160

ikito：tekanawaN誘163

iko：ja，ikaNka

ikito：n鍬164

iQtemo「能：畑：，

1temor紀：t｛2：言秀

推量・様態・伝聞表現165iko：，ikudar。：誘注，ikuzjar。：調馬166
ik・・d・・。・誘，・k…」ar・・誘，ik…・誘167

ikaNde，

ik・・d・…，ikuN・」・…誘

168i…Nd・・。・，i・…。・，it・d・…誘，i・tazj・…，i・azj・・。誘
16g

iQt・・d・・。・，it・・d・・。・，i・t・N・」・…，it…」・…誘

170・・b…m・d・・。・注，…t・・am・d・・。・誘注171

172

josaso：na，josaso：zja誘

amezjaso：na誘

175

173

bjo：kirasi：

h・・i・。…誘，h・・i・。・zj・誘

174

tak憩：so：na，tak田：so：zja誘

amezjaso：zja，

1760Qtaso：na，

。・t・・。・z」・誘177hu・i・aNn。」。・na，hu・i・aNn。」。・zj・誘

疑問・反語表現186ik・k・ik・・k・誘，ik・」・・aik・・」・・a誘187

d缶…ikuk・誘188・・N…a18g

191icujara，icuka

192

da∋：gajarja：誘

搬側見

206moro：ta

194

207

d・・ek・，d麓・k・誘190

ekaro：na：，e：kana：誘193
jaraNkotogaarukお：

kure：

208

jaota

195

209

d・・e・・」・k・k・注，

d。。k・ni，d。・k缶・誘

daregajarja：，

kuruNe，kjo：ruNe，kjo：「uN

jaQtaNka，jaQtaka

あいさつ表現241do：mosimimaseN
642809

兵庫県養父郡養父町三谷字松ケ原

命令・禁止・義務表現147サーモーハヨォキニャ＿アヵンデ
148マタ

ネトルンカモーハヨオキニャーアカンカ

マト9一アケニャーアケーヘンカ

ナ149マドーアケニヤー，

ナ150ハヨーアケンカイ，アケニャーアカンカ

ナ151イッタラアカソ，

イカレンテ9注152イカレンゲ153イッターアカンデ154ユカンナラン

強調・詠嘆表現155ユクジョ注，ユクデ注，イクトモ注156ワシがイクがイ，ワシがイクデー
157ヤーウツクシーナー，ヤーウツクシーノー

意思、・勧誘・希望表現158イコートオモツトル159イカメー，ユ二等ー160イコ四二イ161ユキテーナー
162ユキトーテタマラン

163ユキターネー

164イッテモレーテー

推量・様態・伝聞表現165イクジャロー166イヶーヘメー，イヶーヘンジャロー167イクンジャロー

一424一

168イツタシ

ヤロー

169イ・ソタンシ

ヤロー

170テーケ

一アメシ

ヤローテ

171ブリソーケ

ナ

172ヨゲナ173ビョーキラシー注，ヒ9ヨーキゲナ，ビョーキミテーナ174アメジヤゲナ
175タケーケ9ナ，タケーソーシ

ヤ注

176イタケ

ナ，イタソーシ9ヤ，イタチューコッチャ，オッタソーシ9ヤ

誘，オツタゲナ誘177フジサンノヨージや

疑問・反語表現186ユクカユカンカ187タ9レがユクカ188ナンヅヤー，ナンジヤ
189タ9レト，一力
193タ9レカ

190

ト9コト9エ，ト

コドーエ

ヤルシ9ヤイヤ，タ9レカ9ヤルモンカイ

ヤランチューコトカ9アルモンカ，ヤランコトカ

授受表現

206モ闇闇ー，モラツター

207クレー

191イツト

一，イツシ

ヤー

192エーンカナー

194センコトカやアルカイヤ，

アルモンカ

195クルンシ9ヤッテ，クルッテ

208ヤッタ

209ヤツタカ

あいさつ表現241オーケニ，オーキニ，アリがトー新

643053

島根県邑智郡邑智町粕淵

命令・禁止・義務表現147hajo：。ki：j。：148
14g
152

sonomado：aketegose：ja
itt∫a：ikeN

153

強調・詠嘆表現155ika：ja

150

hajo：ake：ja

itt∫a：ikeN

156

na∫itehajo：・kiOka：，haj。：。ki：

154

151

ikuna，ikunajo：

ikaJ竃a：ikeN

wa∫igaika：ja 157 annahana：kire：dano：
15g ik飢，ikandej。：160 ik。：ja：

意思・勧誘r希望表現158ik。：・m。：t。ru
161

ikitaina：

162

ikito：tenaraN

推量・様態・伝聞表現165ikudar。：166

163

ikito：nai

ikandar。：167

164

ittemoraitai

ikundar。：168

ittam：，

ittaro：de：

16g ittandaro㍉ittandaro：de： 1700：kataamedaro：
171φuriso：na 172 josaso：na 1739uaigawarugena 174 amedagena

175takaigena 1760ttagena 177φu3isannojo：da，φu3isammitajo：na
疑問・反語表現186ikukaika躰a 187 daregaikuka 188 nanda憩189 darezoga
190dokozoJli

191

itsudara

daregaJaro：ηa：誘194

192

e：daro：kana：

193

daregajatt∫aro：Jla：，

jaraNju：kotogaarum明ka誘考，doga：dejatt∫aru考

1951こuruju：te：

膨見

206

mo「o：ta

207

90se

208

jatta

209

jattakaja：

あいさつ表現241itsumosumimasenna：，arigato：9。zaimasuna：新
643151

島根県飯石郡頓原町大字頓原本町

命令・禁止・義務表現147m。：。kinait。9akk・：e・s。kunaruj。：，
mutt」・n。kint・。…na・u」。9・kk…s。m・・u」・注1，mut・umi。ki・」。注2

1480kintooso：narujo，hajooki：，hajookinka
150madooakenkane．151
153

ittjadamedajo

ittjaikenaijo：，ittJaiken注

154

152

14g

ittjadameda，ikuna：

ikanja：ikenga

強調・詠嘆表現155ikuj。：，ikude：156

wasigaikuj。：

157 auohanawakireidana：
意思・勧誘・希望表現158iko：toomo：toru

15g

162

ikito：teiken

163

ikito：nai

推量・様態・伝聞表現165ikudaro：166
16g

ittadaro：

172josas。：da考共173

ikimai

164

160

iko：ja

161

ikitaina：

ittemo「aitai

ikandar。：167

1700：kataamedaro：

madooakenasai

ikudaro：168

ittadar。：

171φuriso：da，×φuriso：9eda注

itasi：9ena多，itasi：rasi：，itasis。：na上，

itasi：de：，itasigenaso：na注174

amedagena

425一

175

takaigena

1760ttagena

177 thU3isanmitaida,thu3isannojo:nagwt #.

eema･!SZma 186 ikukaikanka ls7 daregaikuka lss nandara{l},nandae
189 dared31gaZli lgo dokod3Znita1 lgl itsuka‑lt,itsud3rjata1 lg2 e:kana:

193 daregajarumonka lg4 jarankotogaa:monka lgs kurutete:
ElilptlltZltiil 2o6 moro:ta 2o7 gose:ja 2os jatta 2og jattaka:

ISV}IS' )iSi51 241 dandanilf/211,arigato:,sumimasen
643176 iZ{ftvaLicgE#ISEEewIHTraiEf

fa4}･aXt Lltt .XiiSSSXill 147 korja:ha:okipa:ikende: 14s kocjaoki:ja

149 oimado:aketegoge:jo lso korjamadoakeJia:ikende
151 (sot:Si)ikuna:ja ls2 ikunaija:ikuna ls3 it:Sa:ikende:

154 ikapa:ikeN
dess'axgStSl 155 ikujo: ls6 waSigaikujo: ls7 anohanawamigotonamondano:
kki'Ebftii･nYiltiil lss iko:omo:toru lsg ikumai 16o iko:3a:nae'ka
161 ikitaino: 162 ikito:tekotaeN 163 ikito:nae' 164 it:emoraitai
?EES･ew.ts..tikasil251 16s ikudaDo:teja 166 ikandaro:teja 167 ikundaro:teja
168 it:adaro: 16g it:andaro: 17o taite:amedaror ln diuriso:na

172 josaso:na 173 bjo:kiraJi: 174 amedaju:tot:ade:,amedagena
175 takaiso:na 176 ot:agena 177 diu3isannojo:daino:
RIEFS.!SZIiSp ESI ls6 ikukaikankasuLlt,ikudajataikandajarase
ls7 daregaikuka,daregaikundajaea lss napika: lsg darezuga
190 dokozui 191 itsuzu lg2 i:dajara lg3 daregajacumonka:
194 jarankotogaarumonkee: lgs kurunkee:
teepteiStijl 206 moro:ta 2o7 gose: 2os jat:a 2og jat:aka

6VS')ileil 241 dandan
643300 k]lisZ!4/ HlerIIISEItwEl]"flxiiFf

faef}･tiltg!lt･ireiS$tEII 147 oki:ja: 14s okindaka: 14g aketegoSe:ja:

lso ake:ju:tagana:,ake:ja: lsl ikunajo: ls2 ikunajo:$l!
153 it:Sa:ikeN ls4 ikaJia:ikenga:
dede･blqgeXifl 15s ikuwa: ls6 uragaikuda: ls7 anohananokire:nakota:
skE,]z,,Ei･2EbEig･niE!fi211El lss ika:omo:toru lsg ikumae 16o ika:ja: 161 ikitaena:

162 ikita:tetamaraN 163 ikita:nae 164 it:emuraetae
lffISa･ies/S,.ISkeailtiSl 16s ikudara: 166 ikandara: 167 ikudara:El},ikundara:

168 it:adara: 169 it:andara: 17o o:kataamedara: 171 diurisa:na
172 jogena 173 bjo:kigena 174 Xeurisa:na 175 takagena 176 ot:agena
{S,ot:asa:na 177 diu3isan:oja:na
zeIERdi.!SililiiSglfl ls6 ikukaikanka: ls7 daegaikuka: lss nandae lsg darezoga

190 dok:ani lgl itsudaejara lg2 i:dara:ka lg3 daegajarudae
lg4 jarankotogaarumonka lgs kuruju:te
]ptptLilUill 2o6 mura:ta 2o7 gote: 2os jat:a 2og jat:akaja:

asLNS')iWfi 241 dandaN,dandandandaN‑lt
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643404

岡山県真庭郡美甘村美甘

命令・禁止・義務表現147・ki：」・：考注148 k・rja：。ki：考注14g aketekureNka，
aketekure二ja 150 hajo：akeNka注 151 ikuna 152 iQcja：ikeN注
153

iocJa：ikeN

154

ikanja：ikeN

強調・詠嘆表現155iku考156

wasigaikuNda考157

an・hana：kire：nana：，

anohana：kire：dana：
意思・勧誘・希望表現158iko：t。om。：t。ru，ik・：・m・：t。ru誘多15g
ikumお：考多，×ikuma：疑注160
162

iko：ja

161

ikaN考，

ikit缶：na：

iklto：tetamaraN考契甦冥…，iklto：tekaaawaN言秀

163

ikito：n飴：

164iQtem。腰：t㊤：考

推量・様態・伝聞表現165ikuNzjam㌶ka考，ikudar。：誘166
ikaNdar。：誘167

ikuNdar。：168

ikaNn・zjar。：多，

iαtadar。：，iQtaNdar。：多16g

iαtaNdar。：

170×tabuNamedaro：疑，×t献te：amedade多，×・：kataamedade多，
壊：te：amedar。：171
173bj。：kirasi：174

huriso：na考多，huriso：da少172」・sas。：da考
amedas。：na考多，amedas・：da

tak2：s。：da少176。Qta5。：na多，oQtas・：da

177

175

tak就s・：na多，

huzisaNn・」・ma多，

huzisaNnojo：da

疑問・反語表現186ikujaraikaNjara多，ikukaikaNka誘187⑫：9aikuka多，
daregaikuka

188

naNnara考18g

d蹴ka考190

d。Qk謝考多，dok。ka瓢

191icujara多，icuka lg2 e：Ndar。：kana：193⑫：9asurum。Nka多考，
×d鵠：9ajarum・Nka誘注194 jaraNk。t・9aarum・Nka考195 kuruju：te 多，
kurUNdato3言刀刃竈

授受裁見

206mo「o：ta

207

ku「e：

208

jaQta

209

jaQtaka，jaQtaka：注

あいさつ表現241sumanaNdana：，sumaNna：
643450

岡山県新見市菅生西谷

命令・禁止・義務表現147引田口恥キンサェー誘148福島ーオキー149マト
150マト9一アケー．151イクナ

152イクナ注

153イッチャーイケン

一アケンサェー

154イカニャーイケン，

イカニャーオェン下郎注

強調・詠嘆表現155イク156ワシがイクンタ・157アノハナーキレーナナー多，アノハナーキレーダナー誘
意思・勧誘・希望表現158イコートォモートル注，イコーオモートル挿注15gイヵン注
160イコーシ・ヤーナェーカ注，イコーや誘注161イキタェーナ一団，ユキタェーナー

162イキトーテタマラン注，イキトーテイケン注163イキトーナェー注164イツテモラェータェー

推量・様態・伝聞表現165イクタ・ロー注166イカンダロ画塾167イクンダロ旧注
168イツタダロー169イツタノタ9ロー170タプンアメダロー171ブリソータ㍉プリソーナ誘
172ヨサソーダ，ヨサソーナ173ビョーキラシー174アメダソーナ多，アメダソーダ少誘
175タカェーソーナ176イタソーダ注，イタソーナ注，オツタソーナ誘多可，オツタソーダ誘注
177フジサンノヨータ9

郷1・反蔽見

186イクカイカンカ

ト9コ四則

191イツカ

187タ

192エーシ

194ヤランコトカ9アルモンカ

レカ◎イクカ

188ナンナラ

ヤローカ，エータ9ローカ

193タ

189タ9レカカ
レカ

190

ト9ツカニ，

ヤローニー

195クルユーテ

授受表現206モラッタ少注，モ二目タ多207クレー208ヤッタ20gヤッタヵ注，×コータヵ多注

あいさつ表現241ソリヤーアリがトー

一427一

643504

岡山県苫田郡富村富東谷字重定

命令・禁止・義務表現147ハヨーオキンサイヨ148ハヨーオキー149マト

一アケンサイヨ

150マト。一アケー151イクナ152イチャーイケン注153イッチャーイケン，×イッチャーイケンゾ
154

イ小戸ャーナラン

強調・詠嘆表現155イクゾ156ワシがイクンジャ多，ウラがイクンジャ誘少
157キレーナハナシ9ヤナー

意思、・勧誘・希望表現158イコーオモートルンジャカ
161イキタインシ

ヤカ9ナー

163イキトーナイ

162イキタインシ

159イカンゾ

ヤカ

160イコーシ9ヤーナェーカ

ナー，イキトーテオエンノシ

ヤカ

ナ誘

164イテモラェータェー

推量・様態・伝聞表現165イクダロー，イクジャロー誘166イヵンジャロー，イカンダロー誘
167イクンジヤロー，イクンダロー誘168イタンジヤロー，イッタンジヤロー，イタンダロー，
イッタンタ9ロー

169イタンタ

ロー，イッタンタ9ロー，イタンシ9ヤロー，イッタンシ9ヤロー

170オーカタアメシ9ヤロー，オーカタアメタ

ロー

171プリソーナソ9，×フッテキソーナソ

172エーヨーナゾ，ヨサソーナ誘上，xエーラシーゾ
174アメシ9ヤソーナ

175タカェーソーナ

176オッタソーナ

疑問・反語表現186イクヵイヵンヵ187タ
191イツヤラ

192エータ

193タ9レカ9ヤルモンカ

搬灘見

206モロータ

ローオモウカ

177フシ

サンノヨーナ

レがイクヵ188ナンナラ189タ

ナー，エーオモウカやナー，エーシ

194ヤランコトカ

207クレーヤー

173グワイがワルイラシーゾ

アルモンカ

208ヤツタ

レソ

190ドコゾエ

ヤローオモウカ9ナー，幽幽カナ

195クルユーテ」

209ヤツタカ

あいさつ表現241スマソナー

643655

岡山県勝田郡勝央町植月東

命令・禁止・義務表現147ハヨーオキニヤー，四国ーオキーヤ148ハヨーオキニャー注
149ハヨーマト

151イクナ

一アケー，ハヨーマト9一アケテクレー150ハヤェーコトアケニャー注，ハヨーアケニャー注

152イチャーイケンカ9ナ注，イクナ言秀

153イチャーイケンカ

ナ

154イカニャーイケン

強調・詠嘆表現155イクデー156ワシがイクンヅヤ，ウラがイクンジャ誘157アノハナーキレーナナー
意思・勧誘・希望表現158イコートォ←トル，イコーオモートル誘159イクマェー160イコーヤ
161イキタェーナー

162イキトーテコタェン

163イキトーナェー

推量・様態・伝聞表現165イクダロー166イヵンタ

164イテモラェータェー

ロー167イクンダロー168イタダロー

169イタンダロー170タェーテーアメダロ正写171プリソーナ誘172ヨサソーナ誘
173

ヒ

ヨーキラシー

174アメシ◎ヤソーナ誘

175タカェーソーナ

176オッタソーナ

177フシ9サンノヨーナ

疑問・反語表現186イクヵイヵンヵ187タ
190

ト

コソ9エ

191イツカ

レがイクカ188ナンナラ189ダレカが

192エーカナー

193タ

レカ9ヤルモンカ

194ヤランコトカ

アルモンカ

195クルンカ

搬裁見

206モ旧居タ

207クレー

208ヤッタ

209ヤ・ソタカ

あいさつ表現241スミマセンアリがトー

643705

岡山県英田郡東粟倉村大字後山小字入谷

命令・禁止・義務表現147m・：。kitek・ij。148

aNmarinezuni。kitek◎nja：ikeNz。，

aNma「inezuniokitekoijo： 149 madoomoaketekure：jo：
150hitogaake：ju：taraakeぬja：ikeNaQsariaketaho：9ae：

151

152

ikanja＝ikeN誘，

icja：ikeN，ikunaju：taraikuna誘

153

一428一

icja：ikeN

154

ikuna

ikaNnaraNut
desu'sutlfiX]iE lss iku,ikuzoliSiCII ls6 wasigaiku,wasigaikuNzjast

157 anohanawakire:na
kg･tm.RYik51 lss iko:omo:toru lsg ikumae: 16o iko:zja:nae:ka,ikaNka
st 161 ikitee:na: 162 ikito:tekanawaNtw,iklto:teikito:tekanawaNiAl
163 ikito:nee: 164 itemoree:tre:
IEkEl･if{IgeS,.fiimaiStSl 16s ikudaro:,ikuzjaro:tw,iko:sc 166 ikaNdaro:9,

ikaNzjaro:,ikumee:st 167 ikuNdaro:th,ikuNzjaro:st 16s iQtadaro:,
itadaro:st,itazjaro:mo 16g itadaro:,itazjaro:,itaNzjaro:st,
itaNdaro:th 17o tabuNamezjaro:2,tabuNamedaro:sc ln huriso:zja,
huriso:na 172 e:jo:na,josaso:nast,josaso:zjast 173 bjo:kirasi:
174 amezjaso:na,amezjaso:zja$ 175 takae:so:na 176 oQtaso:na
177 huzisaNnijo:nitoru,huzisaNnojo:nast,huzisaNmitae:nast
eema.Nftliljl21fi ls6 ikukaikaNka,ikujaraikaNjaraS ls7 daregaikuka,

daregaikujarasc lss nanika,naNzja:,naNnarast lsg darekaga,darezoga
st,darezo lgo dokozoni,dokokanisc lgl icuka,ieujarast
192 e:zjaro:kana:,e:kana:st lg3 daregajarja:,daregajarumoNka
lg4 jaraNkotogaarumoNka lgs kuruNzjaso:nana:211,kuruso:nana:tll,
kuruNkaZl!,kuruNkaja:.21!,kuruNkae:ttal,kurukaja:tl!,kurukaZll
teeiigg2ijSgEfi! 2o6 moro:tast 2o7 kure: 2os jaQta 2og jaQtaka

toUS')iSiSl 241 arigato:fa,o:kenist
643794 ,!klEiXtZEJIIastll!HIEO'NjiESe

tfii4). !;dit .geiljliSgifl 147 okinasai,oki:joftMI 14s hajo:okipkaitai,hajo:oki:21

149 madooaketekuareL lso ake'L,akepkai lsl ittacaakaN
152 ittaraakapganamu ls3 itttaakaN,ittaraakaN ls4 ikana'akaN,

×ikana'akannond3a

deas.it4SeNfi lss ikur,ikurde:as,ikurdzo: ls6 watigaikuand3a

157 a:kite:nana
kEtEy[･{EbRIS･itSESglill lss iko:toomo:tortufa,iko:omo:toruast

lsg iko'toomo:tocaN,ikuimoljka,ikantokoss,XikeheN$ 16o ikanka
161 ikitaena: 162 ikito:tekanawaN,do:demoikitaena:
163 ikito:naena: 164 ittemonaitaina:
IEEij.Jlstge",.ftfifiilggl 16s ikurdaro:9211,ikvad3aro:$Ll>,itendaro:tll

166 ikandaro: 167 ikuandaro: 16s ittadaro: 16g ittantottigaurka
170 amedaro: 171 diurriso:na,×diuariso:nana:7Z; 172 Xe:na',josaso:nana:

173 bjo:kinojo:nana 174 amenojo:nana' 17s takaiso:nana
176 ottaso:nana 177 diuad3isannojo:naXli,diurd3isannojo:nanata!
zevrdi.Miigg251 ls6 ikuakaikapka ls7 daregaikuaka lss nanika,nand3afa
lsg dareka,dacedzoliiSfa lgo dokkaniS,dokodzonist lgl itsurka,
itsuajarastt!>tli,itsrudakaSl!>tl! lg2 e'ndaeokana:S,eokatiraN

lg3 daregasuErusmooka9,daregajaruimonkast lg4 jacapkotogaarusmonka
195 kurrurnd3ate:
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搬麺1見

206mofatta注，mofo：ta言秀注

207

k田fe：jae

208

jatta

jattaka

209

あいさつ表現241a：afigato：，a：afigato：90dzaimasu，o：kini誘注

643802

兵庫県宍粟郡波賀町上野

命令・禁止・義務表現147モオオソイデオキヨ148オキンカイヤ149アケテクレイヤ150アケイヤ
151

（ソッチャェ）イクナヨ

152ソッチャェイクナヨ

153イッタラアカンゾ

154イカニャアカンテ

ナ

強調・詠嘆表現155イヵイヤ156ウラがイク157アノハナキレイナナァ
意思、・勧誘・希望表現158イコォモトンジャ159イクマイ160イコイヤ161イキタイナア
162イキトオテカナワン

163イキトモナイ

164イッテモライタイ

推量・様態・伝聞表現165イクジャロォ166イヵンシ
168イッタシ

ヤロオ

169イッタンシ

172ヨケ9ナカ9ヨ，ヨサソーシ9ヤ
176オッタソオシ

ヤ

177フシ

ヤロオ

ヤロォ167イクンジャロォ

170タフ

ンアメシ

173ヒ9ヨオキラシイ

ヤロオ

171プリンオシ9ヤ

174アメジャソオシ9ヤ

175タカイソオシ

サンミタイナ

疑問・反語表現186イクカイカンカ187タルがイクンカ188ナンジャ189タ
190ト

コソ9

191イツシ

194ヤランコトカ

授受表現206モロタ

ヤ

192エェシ

アルモンカ

207クレヤ

ヤ

ヤロカナ

193タ

レカ

レドが

ヤルモンカ

195クルンカイや

208ヤツタ

209ヤツタカ

あいさつ表現241スンマセン

643961

兵庫県神崎郡神崎町粟酒町

命令・禁止・義務表現147オキナヨ148オキナァヵンデ
151

（ソッチェ）イッタラアカンテ

149アヶトクレ150アヶンヵイナ

152ソッチェイッタラアカンユウノニ

153イッタラアカンテ

154イカンナランや

強調・詠嘆表現155イクデ156ワシがイクンジャ157アノハナワキレェハナヤナア
意思・勧誘・希望表現158イコオモトル159イカントコ，イコマイ160イコイナ161イキタイナア
162イキトオテショオカ

ナイ

163イキタナイ

164イッテモライタイ

推量・様態・伝聞表現165イクヤロナァ166イヵヘンヤロ167イクノヤロオ168イッタヤロオ
169イッタンヤロオ

170オオカタアメヤロナア

173ヒ9ヨオキヤナイカ

174アメヤソオヤ

171プリソオヤナア

175タカイソオヤナア

172ヨサソオヤナア

176オッタソオヤ

177フシ9サンノヨオヤナア

疑問・煉塀見
190

186イクカイカンカ
ト。ッカニ

191イツヤッタカ

194ヤランユウコトアルモンカ

1受受表i現206モロタ

187タ

207クレ

レカ

イクカ

188ナンヤ，ナンシ

192エェノカナア

193タ

ヤイ

189タ

レカカ

レカ9ヤルモンカ

195クルンヤッテ

208ヤツタ

209ヤツタカ

あいさつ表現241アリがト，オオキニ

644035

島根県邑智郡大和村大字都賀西

命令・禁止・義務表現147haj・：。kitagae：de，haj・：。ki：」。多，
hajo：okitarae：d3a：naika：148

14g

ha：oki：jo注，ka：oki：jo古

sokooake：jo，madooaketego∫e：jo

150

sokooake：hajo：，sokoohajoake：

151 ikunajo 152 ikud3a：nai 153 ittja：iken，×ittja：ikende
154ikanja：naranke：no：共，ikanja：ikenke：，ikuj。：nade：注，ikujo：nake：
注

430

wtsu.suqgeiSZSI ls5 ikude: ls6 wasigaikude:{l},ikunde:st ls7 ma:kire:nakoto,

utsukus1:koto anohananoutsukusi:koto

' iko:omo:toru lsg ikande:21E1,ikuma:ke:$li2
kwt'Ebkie･n$2StSl lss
16o iko:d3a:na:kai,iko:koital,iko:ja,iko:de: 161 ikitaino:‑lt,
ikita:no: 162 iko:tja:naranga2iE,ikita:na:,ikito:tenaran
163 tkita:kota:na:tli,ikito:na:211 164 ittemora:ta:no,ittehosi:no:
ma'jBkf?",'fikmaikSt 16s ikudaro:de: 166 ikandaro:omo:toru,ikja:sende:
167 Xikunde: 16s ittadaro:,Xittande: 16g ittandaro:,ittande:
17o ×o:kataamede:,×amennarude: 171 diuriso:da,euriso:na
172 esaso:na 173 bjo:kide:,bjo:kikamosiran 174 amedaso:na,
amedagenafa 17s takaiso:nade:fa,takaiso:dade: 176 ottaso:na,
ottagenaS,Xottagenai‑F 177 diud3isannojo:na,diud3isanmitajo:na
eeIIS.MEkliM ls6 ikukaikanka,ikudairaikandairalli ls7 daregaikudaira
188 nanika 189 darezofa,darezoga lgo dokkani9,dokozoni,dokozuni
191 itsuzoja 192 e:nokaino:,e:nokaina:,e:kaino:fa,e:kaina:
lg3 daregajarukai,daregajarumonkai lg4 jarankotogaarukai
195 kuruju:toru:
wat2ljESI 2o6 moro:ta 2o7 kure:ja,goSe:ja‑F 2os jatta 2og jattaka
asVNS' )iSilil 241 goneniirimasitetatgataikotodarimasuii!tE>,
dandan arigatogozaimasuilf5>tli,arigato:gozaimasufa

644161 MltMJ!S(EIIKfiew)FstLlpew
di7k.aiXt{ih.gmefiStijl 147 mo:olsinsaijo 14s natiteoiginnonara

14g madooaketekure:ja: lso ake:ju:taro:ga lsl (sotJ:i:)ikuna
ls2 sotlti:ikuna211 ls3 itS:a:ikeN ls4 ikanja:ikeN
whde･su4%tlfl 155 ikujo: ls6 waSigaikun3a ls7 anohana:igire:nano:
kM･tm.ngiSiJifi lss iko:omo:toru lsg ikuma: 16o iko:ja: 161 ilsitae'no:
162 iljito:tetamaraN 163 iljito:nai 164 it:emoraitai
ma'istX7S,'fuesiSXSI 16s iko:3a:naika 166 ikande:faeA,ikandaro:faL
167 ikundaro:2,Xit:endaro:‑lt9 16s it:andaro: 16g it:andaro:
170 o:kataamedaro: 171 diuriso:na 172 josaso:na 173 bjo:lsiraSi:
174 ame3aso:na 17s takaiso:na‑l I!>,takaigena‑Ffa 176 ot:agena
177 diu3isannojo:na
eelldi.!SZEEiSISI ls6 iku3araikan3ara ls7 daregaikuka lss nannara lsg darega
190 dokozopi 191 itsujara lg2 e:nokano: lg3 daregajaro:pi:
194 ren ju:kotogaaruka! lgs kurupkai
tesptA2Sglfl 2o6 moro:ta 2o7 kure: 2os jat:a 2og jat:aka

asVNS')iilgEE 241 arigato:gozaimasu

644234 lil{UMttamij￡Hl]'ifgta
dii;t･;mu .gema 147 hajooki:jo 14s hajoolsinkai 14g mado:ake:ja
150 nafitehajo:akennonara lsl (sot:fi)ikunajo ls2 sot:riikuna
153 it:Ja:iken ls4 ikapa:ikenke:no:
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tade･stq%ZSI ls5 ikujo: ls6 waSigatkujo ls7 arja:lsire:nahana3ano:
kk.EbR9lt.itSijl2Sl lss iko:omo:toru lsg ikuma:de 16o iko:ja:
161 iljitee:no: 162 itsito:teikenno: 163 ilsito:nee:

164 it:emorae'tee:no:
l{ftEg･JggeS.･fikeeil21iEl 16s iku3aco: 166 ikan3aro: 167 ikun3ato: 16s it:a3aro:

169 it:an3aeo: 170 tee:te:ame3aro: ln diuriso:na 172 josaso:naLl>,
esaso:naS 173 bjo:ls±rari: 174 ame3agenade: 17s takee:so:na
176 ot:agena 177 diu3isannojo:na
eema･iSZEEES251 ls6 ikukaikaoka ls7 daregaikujara lss nannara lsg darekaga
190 doke:ka 191 itsujara lg2 e:n3aro:kano: lg3 daregajarumoljkai

194 jaren ju:kotogaarumoljka lgs kuru:
t{kptgltiftlfi 2o6 moro:ta 2o7 kure: 2os jat:a 2og jat:akee:

Z6U?ISoiSiifl 241 arigato:gozaimaslta
644343 maLLIRISilFtli#ISpttutH]'fiilJEiM!tf;J(MZ}

in41r.:gXh･SEiSi!ZSI 147 hajo:okiNsae: 14s hajo:oki: 14g akenasae:

150 hajo:ake:ja: lsl iQcja:ikeNzo: ls2 ikuna: ls3 iQcja:ikeN
154 ikanja:ikeN{e,ikanja:oeNas{!>
whsc.suIISglll lss ikujo:g,ika:st,ikude:st,ikuzo:fa ls6 wasigaikuNzja

157 kire:nahanazjano:F,kire:nahanazjana:st
jl;kwt.ebklE･itSijSglill lss iko:omo:toru lsg ikaN{il>,ikumee:as,ikuma:st

160 ikaNka:,iko:ja: 161 ikitae:na:,ikitae:no:st
162 ikito:tesijo:ganae:{},ikito:teikeN 163 ikito:nae:
164 iQtemorae:tae:st
IPffiS.Jli3af7S,.fikmaptiEl 16s ikuzjaro:{l},iko:st 166 ikaNzjaro:,ikumae:st,

ikuma:st 167 tkuNzjaro: 168 iQtaNzjaro: 169 iQtaNzjaro:
170 tee:te:amezjaro: 171 huriso:natw,huriso:zjast 172 Xe:zo,
esaso:na$ 173 itasi:rasi:{}>,bjo:kirasi:st 174 amezjaso:nast
175 takae:so:na,takae:so:zjasc 176 oQtaso:na 177 huzisaNnojo:na
eema･5Zft"kStEEn ls6ikukaikaNkals7daregaikukalssnaNzja,naNnarast
lsg darekaga,darekass lgo dokokee: lgl icuka lg2 e:kana:
193 daregajarumoNka lg4 jaraNkotogaarumoNka lgs kuruNzjatog,

kuruNka
}gEptlltiStEfi 2o6 moro:ta 2o7 kure: 2os jaQta 2og jaQtaka
216VS')ilt!ift[ 241 sumimasjeNna:

644513 waMMmaitEEIIOI!!iJil
fa4b'¥th'XiiklZiEfi 147 okinja:oemee:ga,oiokinja:,hajo:okinja:
148 okinja:oemee:ga,oiokinja:,hajo:okinja: 14g mado:aketekure:
lso mado:aketekure: lsl ikuna ls2 ikuna ls3 icja:ikeN

ls4 ×ikanja:ikeNke:IE1,ikanja:ikeNst,ikanja:oeNat2
desu.zztg(l21XEEI lss ikudeig,ika:zjaS,ika:ss ls6 wasigaikuNzja

157 anohana:kire:nana:,anohana:kire:nahanazja,
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anohana:kire:nahanazjagana
kfi.kbftiS.it$iSgEII lss iko:omo:toru,iko:toomo:toru lsg ikumee:

160 iko:ja 161 ikitee:na: 162 ikito:tetamaraNg,ikito:tekanawaNst
163 ikito:nee: 164 itemoree:tee:
iPEES･igW9S,.fiknvNlifi 16s ikuzjaro:2Ii 166 ikaNzjaro: 167 ikuNzjaro:

168 iQtaNzjaro:,itazjaro:S,itaNzjaro:st 169 iQtaNzjaro:,itazjaro:,
itaNzjaro: yo tabuNamezjaro:Xli,tee:te:amezjaro:S 171 huriso:na
172 josaso:na 173 bjo:kirasi: 174 amezjaso:nast 17s takee:so:na
176 itaso:natll,oQtaso:natw 177 huzisaNnojo:na
fima.NEgiS21fi ls6 ikukaikaNka ls7 daregaikukafa,dae:gaikukast lss naNnara
lsg darekaga,dae:kagast lgo doQkani lgl icuka lg2 e:zjaro:na:
193 daregajarumoNka,daregajarja:as lg4 jaraNkotogaarumoNka

lgs kuruNzjaQte2,kuruNzjatoS
wat!iSiSZ 206 moro:ta 207 kure: 20s jaQta 2og jaQtaka

zaVS')iSZM 241 gociso:saNdesuna:,arigato:gozaNsu
644693 maLliR*UkSsuS{E{EE[rde{a
dil<Ir.¥th.eEii;ilgliE 147 hajo:oki:jo 14s hajo:okiNsae:tal1,hajo:okinja:?l!2

14g mado:aketekure:jo:,mado:akeNsee:jo: lso mado:ake:tli,
mado:akenja:ikema:ga21,mado:akeNsee:21!,akenja:oema:gatr

lsl ikunajo:g,ikazunioQtekure:,ikuna: ls2 ikunaju:noni,
ikja:gaNna 153 iQcja:ikeN ls4 ikanja:naraN,ikanja:oeNst
dede･axt!gereil lss iku,ikuNzja,ika:zjast,ikudest ls6 wasigaikuNzja

157 anohana:kire:na,anohana:kire:nana:,anohana:kire:zjana:,
anohana:kire:namoNzjana:
kZ'evirSE.e!iSXIifiI lss iko:toomojo:ru,tko:omojo:rust lsg ikaN,ikumee:
em 160 iko:e,iko:dest 161 ikitae:na: 162 ikito:tetamaraN,
ikito:teoeNsc 163 ikito:nae: 164 itemoree:tee:
?Iftij.nv9S･fikmailESZ 16s ikuzjaro:{ib,ikudaro:as 166 ikaNzjaro:fa,ikaNdaro:

M 167 ikuNzjaro:,ikunodaro:Ll>,ikuNdaro:stY> 16s iQtaNzjaro:2,
iQtadaro: 169 iQtaNzjaro:,iQtaNdaro:st 17o tae:te:amezjaro:
171 huriso:na,huriso:zjaS 172 ×i:zjaro:,josaso:nastLl>,Xe:zjaro:,
×e:Nzjaro:,×i:Nzjaro: 173 bjo:kirasi: 174 amezjaso:na
175 takee:so:zja,takae:so:nasc 176 oQtaso:na$,oQtaso:zjast
177 huzisaNnojo:na,huzisaNnojo:zjasc
eema.NiikSiSt 186 ikujaraikaNjarafa,ikukaikaNkast ls7 daregaikujara,
dae:gaikujarait lss naNnara lsg dae:ka lgo doQkanig,doQkae:st
lgl icujara lg2 i:zjaro:katll,i:zjaro:kana:$ll,i:Nzjaro:kaill,

i:Nzjaro:kana:tl! lg3 dae:gajarumoNka lg4 jaraNkotogaarumoNka

195 kuruNzja,kuruNzjaro:kaskuruzjaro:ka
wapt21glfi 2o6 moro:ta 2o7 kure: 2os jaQta 2og jaQtaNka
bVNS' )iSllil 241 mezurasi:mono:arigato:gozaNsitatal
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644842

兵庫県揖保郡新宮町下野

命令・禁止・義務表現147オキナィ注148オキンヵイ149アヶテクレ150アヶンヵイ
151

（ソッチェ）イタラアカン

152ソッチェイタラアカン

153イタラアカンソ9

154イカンナランノや

強調・詠嘆表現155イク156オレがイクンヤ157アノハナワキレェジャナア
意思・勧誘・希望表現158イコォトォモトォ159イコマイ160イコイヤ161イキタイナア
162イキトオテショオナイ

163イキトナイ

164イテモライタイ

推量・様態・伝聞表現165イクヤロ166イヵンヤロ167イクンヤロ168イッタヤロ
169イッタンジヤ。オ注170タフ・ンアメジヤ・オ注171ブリソオジャ注172ヨサソオジャ注
173ビョオキラシイ

174アメシ

177フジサンノヨオシ

ヤソオシ

ヤ

175タカイソオシ

ヤ

176オッタソオシ

ヤ

ヤ

疑問・反語表現186イクカイカンカ187ダレがイクヤラ188ナンヤ189ダレゾカ
190

ト9コソ9二

191イツカ

192エェノカナァ

193タ

レがヤルモンカ

194ヤランコトアルモンカ

195クルンヤテ

授受表現

206モロタ

207クレ

208ヤッタ

209ヤ・ソタカ

あいさつ表現241スンマセン，アリがトオ上

644968兵庫県力陳郡社町東実
命令・禁止・義務表現147オ←ナ148オキ149マドァヶテー150マドァヶテ注151イカントキー
152イカントキ

153イタイカン

154イカナアカン，イカンナラン言秀

強調・詠嘆表現155イク156ワシカ。イクンヤ157アノハナウツクシーナー，キレーナー
意思・勧誘・希望表現158イコトオモットル，イコトオモトル，イコオモートル誘159イカヘン，イカントコ
160イコー，イコイナ誘161イキタイナー162イキトーテシ・一力・ナイ163イキトーナイ，イキトモナイ誘
164イテモライタイ

推量・様態・伝聞表現165イクヤロ，イクヤロー166イヵンヤロ，イヵヘンヤロ167イクノヤロ，イクノンヤロ
168イツタヤロ169イツタンヤロ170オーカタアメヤロ171プリソーヤ172エー心乱ヤ，ヨサソーや誘共
173ヒ・，一キラシー共，ヒ・ヨーキミタイ誘174アメヤソーヤ175タカイヨーや注，タカイソーや誘
176イタソーヤ，オッタソーヤ

177フジサンノヨーヤ，フジサンミタイ，フジサンミタイや

疑問・反語表現186イクカイカンカ，イクカイカヘンカ誘187ダレカ。イクカ，ダレカ。イクノカ188ナニヤ・

ナンや誘189タ・レドダレドカ・誘190ドコト・二191×イッへ・ン，イツヤラ共誘，イツカ誘
192エーノカナー

授受表i現

193タ9レカ。ヤルモンカ

206モロタ，モロータ

207クレ

あいさつ表現241アリカ。トーゴタ

645098

194ヤラヘンコトアルモンカ

208ヤツタ

195クルッチューノ

209ヤツタカ

イマシタ

広島県高田郡吉田町柳原

命令・禁止・義務表現147b。tsub。tsu・ki：ja 148 m・：nan3ini漁amke：嫡類a：
14g suko∫imadooaketekure：ja： 150 nanben ju：tarawakarunnarat∫ot：oa
ketekure：ja：
153

151

（sot∫i：）ikunajo

it∫：a：ikende：

強調・詠嘆表現155ikuj。156

154

wa∫igaikun・」・157

意思、・勧誘・希望表現158ik。：・m・：t・ru

161it：emita：no：
164

152

162

sot∫i：ikunajo注

ikanJla：ikeηke：no：

159

an。hana：ミire：3au・：

ikuma：te

i15ito：tekanawaN

163

160

ik。：ja：

iヒito：na：

×it：emorawa筑」1a：ikeN

推量・様態・伝聞表現165ikudar・：166

ikaロdar。：167
一434

ikundar・：

168 it:andaro: 169 it:andaro: 17o taigaiamedaro:de 171 thuriso:na
172 josaso:na 173 bjo:lsiraii: 174 ame3agena 17s takaS'gena
176 ot:an3agena 177 diu3isannojo:natli,diu3isanmitajo:natli
ewdi･!fiftSSt$1 ls6 ikukaikaigka ls7 dadegaikuka lss nannara lsg darezoga
190 dokozoni lgl itsujara lg2 e:okano: lg3 daregajaro:pa:
194 jarapkotegaaro:ka lgs kurun3a:
Iagpte2Sllfi 2o6 moro:ta 2o7 kure:ja 2os jat:a 2og jat:akai
asUS')iltEfiI 241 do:mosuimasenno:

645136 XZIKM=‑?lftffirtilWMHaiFUMtsN
fi41r･#Jlt･geill$ISI 147 otsipa:ike:ndojo: 14s olsipa:iken3a:nee:ka:

14g akonomadoonoaketekure:jo: lso ake:ja lsl (sotJ:i:)itf:a:ikende:
152 sotr:i:itt:a:ikendejo: ls3 itS:a:ikeN ls4 ikaria:narannorii
desu.drl!Sereil lss ikudejo:st ls6 waSigaikun3a:ut

157 anohanawae:hana3ano:
kM'tm.iYiSiifl lss iko:omo:toru lsg ikuma:te 16o iko:3a:naS'ka
161 ilsita:no: 162 iigito:teikeN 163 itsito:nat' 164 it:emoraitai
va･iSl!7"..fikeaiSgSl 16s ikudaro: 166 ikandaro: 167 ikundaro:
168 it:andaro: 16g it:andaro: 17o tabun amedaro: 171 thuriso:najono:
172 e:jo:nafa,josaso:na‑ltll> 173 bjo:ljirati: 174 ame3agena,
ame3aso:na 175 takaigenade 176 ot:agena 177 diu3isammitajo:najono:
Ri!Fdi.ISiiiSan ls6 ikukaikaoka ls7 daregaikuka lss nannara lsg darezoga
190 dok:api 191 itsujara lg2 e:ndaro:kano: lg3 daregasuruka:

194 senja:ikema:te lgs kurunkat･
}eet!2il2Jfi 2o6 moro:ta 2o7 kurenka: 2os jat:a 2og jat:aka
asUS‑ )iltEII 241 arigato:gantita

645285 utkXrputasltFMtiiE.ltT
inttit'X! Lkt .IEilStlifi 147 itsumadamonetorazuJiimo:botsubotsuoki:jo

148 mo:oklnaiken3a:nee:ka 14g mado:aketekute:jo: lso mado:hajo:ake:
lsl (sot:finoho:e)it:Sa:ikenzojo: ls2 it:Sa:ikeN2,ikuna{!>
153 it:ta:ikeN ls4 ikaJia:ikeN
desu･sunySEiSfgl lss ikujo ls6 aSigaikujo: ls7 anohanawakire:nano:
iek)wt.eniS･n¥iliSl lss iko:omo:tocu lsg ikumee: 16o iko:ja: 161 ikitee:no:
162 ikito:tetamaraN 163 ikito:naS' 164 it:emorae:tee:
va.)iac!9",.tikmaiSZJ$t 16s iku3aro: 166 ikan3aeo: 167 ikun3aro: 16s it:a3aeo:
169 it:an3aro: 170 tee:te:ame3aro: 171 diuriso:nano: 172 Xekaro:tefa,

josaso:na‑lt 173 bjo:kinojo:najono: 174 ame3agena 17s takee:so:na
176 ot:agena 177 diu3isanmitajo:nano:
eema.Nilasl ls6 ikukaikanka ls7 daregaikuka lss nan ja: lsg darezoga
190 dokozoJii lgl itsu3at:aka lg2 e:pkano: lg3 dacegajarumeokee:no:
194 jarankotogaaro:kee: lgs kurunkee:
leeptlle2Safi 2o6 moro:ta 2o7 kure: 2os jat:a 2og jat:aka:
435 ‑

6VS‑p$2Si 241 aeigato:gozaimatita
645331 utltvatwaasts*wrim*
fftitSI;.ecilt･2Eif$ZIffi 147 hajo:olji:jo 14s hajo:olsi: 14g mado:aketekure:

150 hajoake: 151 (sot:fi:)ikuna ls2 sot:Ji:ikuna ls3 it:Sa:ikenzo

154 ikapa:iken
dede.dr4gEiSi51 lss ikuzo ls6 wa"gaikune:21 ls7 arja:e:hana3ano:
kS･EbiiS.niEltE2Iglill lss !ko:omo:toru lsg ikuma:Z>,ikumza:ll> 16o iko:ja:
161 iigitee:no: 162 itsito:teiken 163 iigito:nee: 164 it:emorae'tee:
IIES･)iS31f7S,･fikeaiSXiZ 16s iku3aro: 166 ikan3aro: 167 ikun3aro: 16s it:ato:

169 it:an3aro: 170 tabun ame3aro: 171 diucise:na 172 josaso:na
173 bjo:tsirati: 174 ame3aso:naiJ>jkff,ame3agena{eilikk 17s takee:gena

176 ot:agena 177 diu3isannojo:na
eema･!fiEEiSXE1 ls6 ikukaikapka ls7 daregaikujaca lss nan ja lsg darezoga
190 dokoze: lgl itsujara lg2 e:okee:no: lg3 daregajarumonkja:
lg4 jaraljkotogaarumookja: lgs kuruokee:
E2S'!lgeiliEII 2o6 moro:ta 2o7 kute: 2os jat:a 2og jat:aka

asUNS' )iSl51 241 arigato:arjanSlta

645424 mauteees¥TfifZstwr
dè!it'¥/ul .Ime$tlSl 147 hajo:oki:jo: 14s hajo:okiNka,hajo:okinasai

14g mado:aketecjo:daital1,mado:ake:jo:Xli2 lso nazjemado:akeNno

ut1,do:siteakeNnokant2 lsl iQtewaikemasjeN2111,iQtja:ikeNzo
i2i71?Ell2 ls2 iQtewaikemasjeNi;ll712ill,ikunajo:Zll ls3 iQtewaikeNth

154 tkanja:ikeN
desu'dvma 155 lkujo 156 wasigaiku2ie,wasigaikuNzjast
157 anohana:kire:nana:
kM'2EbYE.n!tiS251 lss iko:toomo:toru,iko:omo:torust lsg ikaN,ikumee:st
160 iko:,iko:jast 161 ikitee:nae:g 162 ikito:tetamaraN 163 ikito:nai,
ikito:nee:st 164 iQtemoraitai,iQtemorae:tee:st,itemoree:tae:st
#kij'J6i31f7",･fikFtfiiSZSii 16s ikuzjaro:,iko:as 166 ikaNzo,ikaNzjaro:st,ikumee:st

167 ikUNzjaro: 168 iQtazjaro:,iQtaro:st 169 iQtaNzjaro:
170 tee:te:amezjaro: 171 huriso:zja,huriso:nast 172 josaso:zja,
josaso:naas 173 bjo:kirasi:# 174 amezjaso:nast,amezjaso:zjast#.
175 takee:so:na,takae:so:zja$ 176 oQtaNzjaso:nag,oQtaso:nast,

oQtaso:zjaS 177 huzisaNnojo:nag,huzisaNnojo:zjast '
eeea･ISifiSit51 ls6 ikukaikaNka ls7 daregaikukalt,dae:gaikukaas lss nanika,
naNnarast lsg darekaga,dae:kagast,dee:kast{l> lgo dokokant{e,doQkani
st,doQkae:as lgl icuka,icujarast lg2 e:kana: lg3 dae:gajarja:

194 jaraNkotogaarumoNkag lgs kuruso:na,kuruNzjato$
waptiElfi 2o6 moro:taS 2o7 kure: 2os jaQta 2og jaQtaka
2SVtS' )il2Sl 241 arigato:gozaimasu
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645557

岡山県岡山市金山寺大平

命令・禁止・義務表現147ハヨーオキョ考，ハヨー羽一誘注148ハヨーオキニャー注
149マト

一アケテクレーヨ考150ハヨーマト

一アケニャ考151イテヤーナランゾ考注

152itja：オェンゾ注153イテヤーナランゾ考，イテヤーオェンソ

考154イヵニャーナランノジャ

考

強調・詠嘆表現155ユク考，イク考，イカー誘156ワシがイクンジャ考157キレーナハナシ・ヤナー考
意思。観秀・希望表現

158イコーオモヨール言秀多・注，イコーオモートル言秀注

159イカン，イクマー言秀，

イクマェ・一誘160イヵンヵ考，ユコージャーナェーヵ注161イキタェーナー
162イキトーテシヨーカ9ナェー

163イキトーナェー

164イテモラェータェー，イッテモラェータェー

推量・様態・伝聞表現165ユクジャロー考166ユヵンジャロ考，イヵンジャロー
167ユクンジャロー考168イタンジヤロー，イタジャロー誘169イタンシ
170タフ9ンアメシ

ヤロー

171プリソーシ

ヤ，プリソーナ誘

ヤロー

172エーヨーナ，ヨサソーナ言秀多，

ヨサソージャ古173ビョーキラシー考174アメジャソーナ誘多，アメジャソージャ誘少
175takjε：so：na

176イタソーナ共，オツタソーナ誘177フジサンノヨーナ

疑問・反語表現186イヶルヤラィヶンヤラ，ユクヵイヶンヵ誘187ダェーがユクヤラ考，ダェーがユクヵ

188ナンナラ189ダェーゾカ，ダェーカが誘，ダェーカ誘190ト9コゾニ，ト9コカニ誘
191イツヤラ考，イツカ誘192エーンジヤローカ考，エーンカナー誘193ダェーがヤルモンカ考
194ヤランコトがアルモンカ195クルンジヤーテ・考，クルンジャト・誘

授受表i現

206モロータ

207クレー

208ヤッタ

209ヤツタカ

あいさつ表現241アリがトー

645729 兵庫県相生市川原町
命令・禁止・義務表現147mo：okinajo：148
150

hajoake：

154

ikannaraN

151

ikinahannajo

haj・・kink鹿149

152

ikuna

153

aket。kure

ittaraakande

強調・詠嘆表現155ik鹿dek鹿156 wa∫角aikuNja 157 an。hanakire：jana：
意思・勧誘・希望表現158iko：t。。mot。ru 15g ikumai，ikomai古注160 ikankai
161

ikitaina：

162

ikito：te∫o：Oanai

163

ikito：nai

推量・様態・伝聞表現165ikudar。na：，ikujaro一新166
ikundaro

168

ittandaro

16g

171φuriso：範a

167

172

josaso：na

173

ittandaro

164

ittemo「aitaina：

ikehendarona：

1700：kataamedaro

bjo：kimitainana：

174

amera∫i：

175takaiso：na 176 itaNjaso：na 177φud3isaNmitaina
疑問・反語表現186ikukaikanka 187 dareりaikuka 188 nand。i 18g
190d。k。dz。ni多，d・k。d。ni

191×iPP閃疑，mae纂i

192

dared。

e：ndar。ka

193dare竃lajarumonka 194 jaraideka 195 kurunkai
206mo「ota 207 ku「u 208 jatta 209 jattaka

授蜘見

あいさつ表現2410：ke，×o：keni注

645760

岡山県和気郡日生町日生

命令・禁止・義務表現147コラコラモーオキー148コラモーオキー．注149チョットマドーアケテクレー
150コラーマト・一アケー注，コラーマト9一アケーマー注151イクナ152イクナ注153イタラアカン，
×イタラアカント9−

154イカニャーナラン

強調・詠嘆表現155イヵ一，イク，イクドー156オレがイク，ワシがイク，ワシがイクト

一437一

一

157アノハナノキレーナコト

意思・勧誘・希望表現158イコーオモートル，イコートオモートル159イカン，イクマー誘160イカンガー
161イキタイナー

162イキタイナー

推量・様態・伝聞表現165イクタ

163イキトーナイ

164イテモライタイナー

ローナー166イヵソナー，イヵンダローナー誘167丁目ノダローナー

共，イクンダロー注，イクダローナー多168イツタダロー，イタダロー誘169イッタンダロー・
イタタ

ロー170アメダロー，タプンァメタ

ロー171ブリソーナ多，プリソーダ少172ヨサソーナ多，

ヨサソ＿タ・誘導173ビョーキラシー174アメダソータ・，アメジヤソーナ誘，アメダソーナ
175タカイソーナ，タカイソータ・176イタソーナ，イタソーダ，オッタソーナ誘多177フジサンノ累日ナ

疑問・反語表現186イクカイカンカ187ダレカ
190

ト9コカニ

194ヤランコトカ

搬麹現

206モ万一タ

191イツカ
アルカ

イクカ188ナニカ，ナンナラ189ダレカが

192ヨイノカナー，エーカナー

193タ9レカ

195クルンシ9ヤソーナナー，クルンシ

207クレー

208ヤッタ

ヤルモンカ

ヤヤー

209ヤッタカ

あいさつ表現241アリがトー

64583g

兵庫県姫路市的形町的形

命令・禁止・義務表現147モーオキ148モーオキレ，オキンカイ149マト
151イタラアカンテ9−

152イタラアカンヤンカイ

153イタラアカン

アケテ150マドアケンカイ

154イカナアカンネ

強調・詠嘆表現155イクデー156ワイカ。イク157アノハナキレーナー
意思・勧誘・希望表現158イコオモトー159イケヘンテ◎一，イコマェ注，イタルカイ160イコ，イコイナ
161イキタイナー

162イキトーテショーカ。ナイ

163イキタナイ

164イテホシー

推量・様態・伝聞表現165イクントチヵ・ウヵ，イクヤロ166イヶヘンヤロ，イヵヘンヤロ多167イクンヤロ
168イタヤロ169イタヤロ，イタンヤロ170タプンアメヤロ171×フツテキソーや注172ヨサソーヤ
173ビョーキトチャウ早掻174アメヤソーヤ，アメヤソーナ多175タカイソーナ176オツタソーナ
177フシ9サンノヨーナ

疑問・反語表現186イクヵイヵヘンヵ，イクヵイヶヘンヵ187ダレヵ。イクヵ188ナンヤ189ダレカカ。，
ダェト

カ。誘190割引コト

二191イツト㍉イツヤッタカ192エーンヤロカ，エーンヤロカナー

193タ・レカ・ヤライ，タ・励・ヤライナ194セーヘン・トアルカイナ，ヤレヘン・トアルカイナ，ヤライデカ誘
195クルンカイナ

授受i表現206モータ

207クレ，クレヘンカ

208ヤツタ

209ヤッタカ，ヤツタンカ

あいさつ表現241登口ケニ

645996

兵庫県明石市大久保町西島

命令・禁止・義務表現147モーエーヵヶ。ンニォキナハレ148エーカケ。ンニオキンカイナ
149コノマドアケトイテンカ
ソッチーイタアカン

150エ一箪ケ。ンニアケンカイナ

153イタアカンデー，イタイカン

151

（ソッチー）イキナ

152ソッチーイクナ，

154イカナアカンネン，イカナイカンネン

強調・詠嘆表現155イク，イクワ156ワシカ。イクネン157アノハナキレーコトナー

意思・勧誘・希望表現158イコオモトル159イカヘン160イコヤ161イキタイナー
162イキトーテショカ・ナイ163イキタナイ，イキトミナイ誘古少164×イテモラオカ注，イッテモライタイ
三身，イテホシー誘

推量・様態・伝聞表現165イクヤロー166イヵヘンヤロ167イクネヤロ168×イテンヤロ
169イタンヤロ，イタンチカ。ウカ

170タフ

ンアメヤロ

171×フッテキソーヤ

172×エーヤロ，ヨサソーヤ

誘173ビョーキチカ。ウネヤロカ，ビョーキミタイヤナー誘，ビョーキミタイナナ一品174アメヤソーヤ

誘175タカイソーや誘176オツタソーヤ177フジサンミタイナナー
438

疑問・反語表現186イクカイカンカ187タ・レカ・イクカ188ナント・イナ189ダレカ
190ト・コト・二考191イツヤ192エーノンカナー193タ・レカ。ヤルカイ考
194ヤランコトカ。アルモンカ

195クルノーン

授受表現206モロタ207オクレ上，クレ誘208ヤツタ209ヤツタカ
あいさつ表現241アリカ・トーオマシタ

646178

広島県賀茂郡大和町字下四丁

命令・禁止・義務表現147。kij。：148

mado：aketekufe：誘
152sot：∫1：ikuna

強調・詠嘆表現155iku

150

153

156

haj・・ki

it：∫a：ikendo

wa∫igaiku漉3a

意思・勧誘・希望表現158iko：。mo：t・fu
161ikita：jo：no：

162

15g

i15ito：teiken

it：adafo：

16g

174

ame3agena

jara

dokoka∫1i

193dafegasufuka：誘194
206mofo：ta

207

ku「e：

187

191

it：emofaita：

ikja：suma：167×it：edaf。：

bjo：ヒifa∫i：

177φu3isa蕊nojo：na

疑問・反語表現186ikujafaikan

雪曇見

164

tja：92：amedafo：

173

190

ik。：ja：

i15ito：na：

170

1760t：agena
darezoga

ikaJla：ikenno3a

afja：輸ife：nahana3an。：

ikuma：160
163

i15insanna

it：andaro：

172josaso：na

18g

mad。：akenasai，

151

154

157

推量・様態・伝聞表現165ik。：3a：na：166
168

14g

hajakuakenasai

175

dafegaikujafa

itsuzo

192

171φufiso：na

taka：9eぬa

188

nannafa：

e：塩dafo：kano：

jafa漉ju：kotogaafumonka誘195

208

jat：a

209

kufun3agena

Jat：ak麓：

あいさつ表現241afigato：gansu
646430

岡山県井原市東江原町字谷古屋

命令・禁止・義務表現147ハヨーオキナサェー，ハヨーオキーヨ148ハヨーオキンカ
149マト9一アケナサェーヨ，マドーアケテチョータ9エー
151イチャーイケンヨ

152イチャーイケン

150マドーアケンカ，マドーハヨーアケンカ

153イチャーイケン

154イカニャーイケン

強調・詠嘆表現155イク，イカージャ誘156ワシがイクンヅヤ157アノハナーウツクシーナー，
アノハナーキレージヤナー，アノハナーキレーナナー誘

意思・勧誘・希望表現158イコーオモヨール15gイクマー，イクマェー注160イコーヤー
161イキタェーナー162イキトーテタマラン，イキトーテイケン誘，イキトーテオエン誘少163イキトーナェー
164イッテモラェータェー，イテモラェータェー誘

推量・様態・伝聞表現165イクジャロー，イコー誘166イヵンジャロー，イクマー誘
167イクンシ9ヤロー

168イタシ

ヤロー，イツタシ9ヤロ曜日秀多・169イッタンシ

誘170タプンアメジヤロー，タェーテーアメシ
172ヨサソーシ9ヤ，ヨサソーナ

173ヒ9ヨーキラシー

176オツタソーナ多，オ・リタソージャ

ト9コエーカ注

194ヤランコトカ

搬表】i見

191イツカ

アルモンカ

206モロータ

174アメシ9ヤソーナ

エーがイクカ188ナンナラ189ダェーカが

192エーカナ

193タ9エーカ9スルモンカ，タ9エーカ9スリャー

195クルー」

207クレー

208ヤッタ

ヤロー

175タキァーソーナ注

177フジサンノヨーナ

疑問・反語表現186イクカイカンカ187タ
190

ヤロー，イタンシ

ヤロー171ブリソージヤ，プリソーナ誘

209ヤッタカ

あいさつ表現241アリがトー

一439一

646542 maut‑ngwatwUerMenX:Pgeecf
ffitc!it.tcL[k. eeig$ZIfil 147 ieumadenetoNnarahajo:okiNsae:

148 madaokiNnokahajo:okiNtohuteNotoruzo 14g cjoQtosoko:aketeokure
15o hajo:akeNnokakemurigamo:torugag lsl jukunag,ikuna,
itaraikeNzo$ ls2 jukunatoju:noni ls3 iQtaraikeN(ikeN),
itaraikeN(ikeN)st ls4 ikanja:naraNnozja,ikanja:ikeNnozjast,

ikanja:oeNnozjast
tasc'blem 155 juka:,ika:,jukuzo,juka:zjast,ika:zjath
156 wasigajukuNzja,wasigaikuNzja,wasigaikuzo
157 anohanawakire:zjana:,anohana:kire:nana:ss
kig.enst.n¥iSXEn lss juko:toomo:toru,juko:omo:toruS lsg ikaN,jukaN,
ikumae:ut,jukumee:nt 16o jukaNka,ikaNka 161 ikitae:na:,
jukitee:na: 162 jukito:tenaraN,jukito:teoeN$ 163 ikito:nae:,
jukito:nae: 164 iQtemoree:tae:g,itemorae:tae:st
?Ikij･ew.e,.fikeailiSl 16s jukuzjaro:,juko:st,iko:st 166 jukaNzjaro:,

jukumae:st 167 jukuNzjaro: 16s iQtazjaro:,itazjaro:st,iQtaro:S,
itaro:st{l> 16g iQtaNzjaro:,itaNzjaro:tw 17o o:kataamezjaro:
171 huriso:na,huriso:zjast 172 josaso:na,josaso:zjast
173 bo:kirasi: 174 amezjaso:na,amezjaso:zjash 17s takee:so:zja,
takae:so:naS 176 oQtaso:na,oQtaso:zjast 177 huzisaNnojo:na,

huzisaNnojo:zjaS
eenv･!scfzzZSI ls6 jukukajukaNka,ikukaikaNka ls7 dae:gajukukag,
dee:gaikukag lss naNnara,nanikaasLlt lsg dee:kaga,dee:ka$
lgo doke:ka9,doQkanist lgl icuka lg2 e:kana: lg3 dee:gajarja:

194 jaraNkotogaarumoNka lgs kuruNkag
waiig$l 206 moro:ta 2o7 kure: 2os jaQta 2og jaQtaNka,jaQtaka
asVS')?Eglfi 241 arigato:g,arigato:gozaNsu
646636 mautvagXast#ftXerL#kX4VIteewr
fa4b'#Jlt'Xii"re$l 147 oioihajookijo,jogaaketazohajookijo
148 icumadenjo:Nnarahajookinja:gaQko:niokurjo:gana:haje:oki:
149 omae:hejaNnakagakusae:kusae:hajo:mado:aketeku:kjuirekaenja:ike
ma:gaboQko:kusee:zooi lso naNbeNija:wakaruNnarahajo:ake:ju:taraa
ke:kusee:gana:omee:hajomado:aketeku:kjuirekaenjaomeekuso:tekanawaN
ganahajoakeju:taraake: lsl ikunajo,ikuna: 152 ikuna
153 iQcja:ikeNzo 154 ikanja:naraNnoNzja
desu.drngeliiSZIII lss ikuzo,ika:zjast ls6 wasigaikuNzja,wasigaikuzona,
EaJSa
̀j'

wasigaikuNzona ls7 anohananokire:nakoto
Z.tm.ni.:iHilgiE lss iko:toomo:toru,iko:omo:toruS lsg ikaNzo,
ikja:seNzo,ikumoNka,ikumae:st,ikuma: 16o ikaNka,iko:e:
161 ikitae:na: 162 ikito:tetamaraNnoNzja,ikito:tetamaraNna:

163 ikito:nae: 164 iQtemorae:tae:21Il
IPffIS')fiRj7",･tikmaiSXEII 16s ikuzja:ro:,iko:st 166 ikaNzja:ro:,ikaNzjaro:,

‑ 440 ‑

ikuma：誘167

ikuNzjaro：168

多，iQtazjar。：170

iQtaNzjaro：，iQtaro：誘少16g

多，huriso：zja誘少注172」。sas。：na

amezja：te：
177

175

iQtaNzjaro：

tε：㈱：amezjaro：，t鍬t2：amezjar・：注171
tak田：so：na

173

bj・：kirasi：174

huriso：na

amezjas・：na，

1760Qtaso：na，oQtaNzjaso：na，oQtaNzjate：

h1」具zisaNnojo：】臣a

疑問・反語表現186ikukalkaNka，ikujaraユkaNjara誘187
188日目Nnara，nani

18g

d｛￡：ka，da∋：kaga

191icuka，icujara誘，iQcuka
dε：9ajarja：誘

194

192

190

e：Nkana：

dε：9aikuka

doQkani，dokokani誘

193

dお：9ajarumoNka，

ja「aNkotogaa「umoNka，ja「aNkotogaa「uka

195kurUNka，kurUNzJaote＝
授受覗見

206moro：ta

207

kure：

208

jaQta

209

jaQtaka

あいさつ表現241a「igato：90zaNsita・o：keni

646977

兵庫県津名郡北淡町富島

命令・禁止・義務表現147オ←ヨ148エーカゲンニオキー，オキンカイ149マドアケテカ
150マト，アケンカイ

151

（ソッチ）イクナヨ

152ソッチイクナ

153イタラァカン

154イカナアカン，

イカナナラン刈羽

強調・詠嘆表現155イク，イクヨー156オレヤ，ワシャ157アノハナキレーナー
意思・勧誘・希望表現158イコトォモトル，イコォモトル誘15gイヶヘン，イヶヘンゾ
イカン西口

161イキタイナー

162イキトテタマラン

163イキタナイ

160イヵンヵ，

164イテモライタイ

推量・様態・伝聞表現165イクヤロ，イクダロ166イヶヘンヤロ167イクンダェ，イクンダイ注，
イクノンチャウカ168イッタヤロ，×イットンぜ，イタヤロ誘169イッタンダェ，イッタヤロ
170アメヤロー，アメチャウカ

171ブリソーヤ

172ヨサソーヤ

173ヒ9ヨーキラシー，ヒ9ヨーキチャウカ

174アメヤソーナ175タカイソーナ，タカイラシー176イタンヤテ，オツタソーナ誘177フシ

サンミタイナ

疑問・反語表現186イクカイケヘンカ187ダリャイクカ，ダリャイクノンカ188ナンナ，ナンナー
189タ9レカ，タ9ンソ9

190

ト9コソ9二

191イツソ

ヤ

192エーンカイナー，工一ンカナ

193ダリャヤリャ多，ダリヤヤルモンカ194ヤライデカ195クルンヤテ

授受表現206モータ多，モロタ上207クレ208ヤッタ209ヤツタカ
あいさつ表現241オーキニ，アリがトー新，オーキニアリがトー

647011

広島県広島市高陽町中深川

命令・禁止・義務表現147haj。。恩nsaija：148
14g

hajo：madoakensaija：

ikinsanna誘152
154

150

hajoake：

k・fahaj・・ki：
151

（at：∫i）it：∫a：ikende，

at：∫i：it：∫a：iken，ikuna誘153

it：∫a：ikando

ikaJla：nafan

強調・詠嘆表現155ikuj。：156

wa∫igaikuj・：157

an。hana：utsuku∫i：n。：

意思・勧誘・希望表現158ik。：t。。m。：t。fu，加ko：。mo：t。fu
jukuma：多誘160
162

ik。：ja：161

i15ito：tetamafanno：

15g

jukumai，

ikitain。：，i輸ita：n・：

163

推量・様態・伝聞表現165iko：te：166

i］5ito：na：

164

ikandaf・：te

it：emofaita：no：

167

ikundaf・：

168 it：andafo： 16g it：andafo： 170 tabun amedafo： 171φufiso：3ano：
172esaso：3ano： 173 bjo：15ifa∫i：no： 174 ame3agenade 175 taka：so：3a注，

taka：9e夏a注176

it：agena：177φu3isannojo：nano：

一441一

eema.NaEiSgSl ls6 ikunkaikaoka ls7 daregaikuka lss nannara
190 dok:api lgl itsuka lg2 e:nkano: lg3 daregajarukai
194 jarankotogaatukaija lgs kucu:

189 darekaga

IeepttilYigl 2o6 moro:ta 2o7 kure:ja 2os jat:a 2og jat:aka:
asbtS')iltlll 241 aeigato:gansu

647165 ntUva'itrMwwEwrpava
di7tilv･IM･Sma 147 hajo:okinasaijo: 14s hajo:oki:jo:
149 mado:aketetsuka:saija lso soko:ake:ja: lsl (sot:Si:)ikinsanna
152 sot:Jiit:fa:ikendo ls3 it:fa:ikendo ls4 ikanpa:ikankenno:
deca･axrlglgikSl lss ikuwai ls6 wafigaikun3a ls7 kire:nano:

kg･tm･nStiSglfl lss iko:omo:toru lsg ikuma: 16o iko:ja: 161 ikita:no:
162 iktto:tetamaran jo: 163 ikito:na: 164 it:emocaita:
IPEES.Jiital",･fikasiEilifil 16s iku3aro: 166 ikan3aro: 167 xit:en3aro:jo

168 Xit:fat:an3aro: 16g it:an3aro: 17o taegaeamedaro: 171 diuriso:na
172 josaso:na 173 bjo:kinojo:na 174 amezagena 17s taka:gena
176 Ot:agena 177 diu3isammitajo:na
ftifdi･MREiESI ls6 ikukaikaljka ls7 daregaikuka lss nannai lsg dacezoga
190 dokozoJii lgl itsuka lg2 e:okano: lg3 daregajarumonka:
194 jacan ju:kotogaarumonkai lgs kurunkai
}gEptileiSXSI 2o6 moro:ta 2o7 kure:ja: 2os jat:a 2og jat:aka

asUS‑)7k51 241 arigato:ganfitano:

647237 ififtMewwr=‑nt
tfaEiltr･¥th･Xma 147 hajo:olsinata:,hajo:otsinsai 14s hajo:oigi:
149 mado:akenafa: lso hajo:ake: lsl (sot:Si:)ilsinasanna
152 sot:Ji:ikuna ls3 it:fa:iken jo ls4 ikapa:ikenke:
tass'sk4Sgiki5t lss iku ls6 watigaikun3a ls7 anohananotsire:nakoto
PdJK'gthkl}･eegi}SZSI lss iko:omo:toru lsg jukuma:as 16o iko:jo
161 ilsita:no: 162 iljito:tetamaran 163 ilyito:na: 164 it:emoraitai
?kij･Jlee7".･fikmaiitEfi 16s ikudaeo:ff,iku3aro:iS 166 ikan3aeo: 167 ikun3aro:
16s it:andaro: 16g it:andaro:tli,it:an3aco:Xll 17o tabun ame3aro:
171 diuciso:da 172 esaso:da 173 bjo:igiraSi: 174 amedaso:da
17s takaiso:da,takaigena{}>ss 176 itaso:datr,itagenaXll

177 diU3isannojo:na
raiRdi･MiigiSISI ls6 ikukaikanka ls7 dja:gaikuka lss nanka:,nannee:tal

189 dee:kaga 19o dok:api lgl itsuka lg2 e:kano: lg3 dee:gajarumonka
194 jaeaokotogaarumonka lgs kucun3aso:na
reiS21iSl 2o6 moto:ta 2o7 kure: 2os jat:a 2og jat:aoka:
asUilS")iSZ]ill 241 sumimagen arigato:

647315 utlt.PR*Sthfi{l>?el)Kwr
fa41;'#th'geiESililfi 147 e:kagenpa:oki:
'

itsumadeJio:runna:

‑ 442 ‑

148 oki:ju:taraoki: 14g ttot:omado:aketekure: lso oiake:
151 (sot:fi:)it:Ja:ikendo: ls2 sot:fi:it:fa:ikendo: ls3 itta:ikeN
154 ikaJia:ikeN
tasu.dv4g(lrefi 155 iku ls6 atigaikun3a: ls7 anohana:kek:o:nano:
kg.kbliiS.nSiSglifi1 lss iko:omojo:tu lsg ikuma: 16o iko:ja: 161 ikitja:no:
162 ikito:tetamaeaN 163 ikitoJla: 164 it:emorja:tee:
ilkgl.ew.e,.GkmaiSiEII 16s iku3aro: 166 ikande: 167 ikun3aro: 16s itan3aro:

169 it:an3aro: 170 Xtja:te:amede: ln diueiso:na 172 esaso:na
173 bjo:kiraJi: 174 ame3aso:na 17s takja:so:na 176 ot:aso:na
177 thU3isammitajo:na
kifS･tteeiStSl ls6 ikukaikapka ls7 dja:gaikuoka lss nanpa: lsg dja:ka
190 doke:ka lgl itsujara lg2 e:okano: lg3 daregajaruka:
194 dep:isura: lgs kuruokja:
ESptectSliJfi 2o6 moeo:ta 2o7 xjondekure: 2os jat:a 2og jat:a

6VS' )iSiSl 241 arigato:arjansu

647483 mathM!!IiaptRffIEIptpt
di7iilr.Mllt.Xilj$ISI 147 mo:okijookinja:osoNnaruzo 14s e:kageNdeokiNkai,

icumadenjo:Nna: 14g sokonomadoocjoQtoaketekure:,
sokonomadoocjoQtoaketekureija lso madooaketekure:ju:toNnoniwaka
raNnokahajoake: lsl ikuna ls2 itaraakaN,ikuna ls3 itaraikeN
154 ikanja:ikeN,ikanja:naraN
desc.drtgeilZJSI lss ikuzo,ikude:as,jukuNzjast,ikaija: ls6 wasigaiku,
wasigaikuNzjaftig21 ls7 anohanawakeQkoino:
PLNk'kbst'eYiltSl lss ikotoomouNzja2IE,ikotoomo:toruEiE?I,ikotoomoijoru
Z}! 159 ikja:sumai,ikjaseNzo,ikumaiasL!> 16o iko:ja,ikaNka:
161 ikitaina: 162 ikitotetamaraN 163 ikito:nai 164 itemoraitai
iPEEij')lilYlk'fikmailaill 16s ikuNzjanaiNkatli,jukuzjaro:Ent}!,ikuzjaro:Zl!

166 ikaNzjaro:,ikjasumai,jukumaishLl>,ikjasumaga 167 ikuNzjaro:
168 iQtaNzjaro:,itaNzjaro:tw 169 itaNzjaro: 17o taite:amezjaro:
171 huriso:zja 172 XeNzjanaiNka,XeNzjaro:,Xe:zjaro:,josaso:zjast
173 bjo:kirasi: 174 amezjaso:na 175 takaiso:zja 176 oQtaNzjaQte,
oQtaNzjaso:na 177 huzisaNnojo:zja
reIFdi.!SiE"SSXEII. Is6ikukaikaNkals7daregaikuka,daregaikujarastlssnaNna:,
naNnara lsg darekaga,Xdarekamo,darekast lgo doQkani,dokokani
191 icuka 192 e:Nzjaro:kana: lg3 daregajarumoNka
194 jaraNkota:naizo,seNkota:naizo lgs kuruNzjaQte:J
IgEptlltilZifl 2o6 morota 2o7 kure: 2os jaQta 2og jaQtaka,jaQtaNka

6US')ilZGI 241 arigatogozaimasu,e:rnonosumimaseN
647so7 maLLJREEIIEFilitI!#li;7rN

Etitft.¥ti ･iSilSafi 147 hajo:okijo,hajo:oki:jost 14s haje:okinja:
14g mado:aketekure lso hajo:akeNka: lsl iQtaraikeNjo ls2 itaraikeN
‑ 443 ‑

153iQtaraikeNjo注154 ikaNkerja：naraN
強調・詠嘆表現155iku，ikuz・誘多，ika：zja誘，ikude：誘156
wasigaikuNzja誘，wasigaikude：誘157

wasigaikuz・多，

anohanawakire：nana：，

anohana：kire＝nana：誘
意思・勧誘・希望表現158ik・：t。・m。：t。ru考，ik。：・m。：t。ru誘，ik。：。m。」。：ru誘
15g

ik・・，ik・m・・誘，ikum・・誘注160

iko：ja：言秀

161

ikite：na：

163ikito：ne：164

162

ik・・k・，ik・・d・・誘，ik。・ze・誘，

ikito：tesijo：9ane：，ikito：teoeN言秀

iQtehosi：考，iQtemorε：te：誘注

推量・様態・伝聞表現165ikuNzjaro：，iko：誘166
ikuma・誘167

16g

ikuN・」・・。・168

iQta聾zjaro：

170

ikaNzjam：，ikaNze：注，

iQt・Nz」a・。・，iQtaz」・…誘

te：te：amezjaro：注

172・・」。・n・・。，」。sas。・z」・誘173

bj。：kin。」・：zja誘多174

171

×huruze：注，huriso：zja一一

b」・・ki・a・i・，b」・・kin・」oma，

amezjas・：na考，amezjas・：zja誘175

t・k…。・z」・176it・M」・・。・n・，。・tas。・n・誘177

take：so：na，

hu・i・aNn◎j・・n・，

huzisa潤nojo：zja誘

疑問・反語表現186ikuNkaikaNn。ka，ikukaikaNka誘187
daregaikuka置注188
190doQkani

191

naN漉ara

18g

da地9aikuNka注，

de：kaga，darekaga，de：ka誘，dareka誘

ma：eni，icuka誘，icujara誘多192

e：Nkana：

193de：9ajarumoNka，daregaJarumoNka誘194 jaraNkotame：考，
jaraNkotogaarumoNka誘195 kuruNka考，kuruNzjato」強
靭裁見

206

moro：ta

207

kure：

208

jaQta

209

jaQtaka

あいさつ表現241sumaNna：
647560

香川県丸亀市本島町尻浜

命令・禁止・義務表現147モーオキンヵ148コリャォキンヵ149オィマト

オァヶテクレ

150コリヤマト9アケンカ151イクナ152コリヤソッチィイクナ注153イタライカン154イカニャナラン

強調・詠嘆表現155イヵイヂヵラ勘考156ワシがイクンジャ157アノハナノヶッコーナコト，
アノハナノケッコナコト

意思、・勧誘・希望表現158イコートォモットル159イヵン160イカンカ161イキタイナー
162イキトーテタマラン

163イキトーナイ

164イテモライタイ

推量・様態・伝聞表現165イクジャロー166イヵンシ
169イタシ

ヤロー

170オー剛堅アメシ9ヤロー，タイカ

ヤロー167イクンジャロー168イタシ
イアメシ◎ヤロ一応，×オーカタアメテ

171×アリソーナ172エサソーナ，エサソーナソ
×アメゲナゾ注

175タカイゲナ176イタケ9ナ

疑問・反語表現186イクカイカンカ187タ
考諫主

194ト

190

ドッカニ注，ト

注173ビョーキゲナ174アメゲナ，
177フジサンノヨーナ

レがイクカ，ダレがイツカ誘188ナンナー189ダレゾ

コソ9二言秀〜主

一デモ刃レ，ドーヂモヤル，ト

191イツカ

一テ

192エーンカナー

193タ

し

モスライデカラ油注195クルンカ

授受表現206モロータ，モロタ誘207クレー208ヤッタ209ヤツタカ
あいさつ表現241アリがトースミマセン

647712

香川県小豆郡内海町小字安田中条

命令・禁止・義務表現147〈ナマエ〉ハイモーオキヨミナモーオキトンぜ注，オキーヨ誘
148

ヤロー

一

〈ナマエ〉シャンシャンオキンカイナーモーハヨーオキナンタ9ラオクレルセ

一444一

一注

カ9ヤリャー

149〈ナマエ〉スマンケント

チョツトマト9アケルカ旧注1，カシコイセニアケテクレ，レカー注2

150〈ナマエ〉シヤンシヤンマト

オアケンカイナ注151（ソツチエ）イクナェ注，（ソツチエ）イクナヨ

152ソツチェイクナ注153イタライカンゾー，イタライカンデー154イカナイカンがイや

強調・詠嘆表現155イヵイデ，イクゾー注156ワシがイクンヅヤ，ワシがイクデ
157コノハナワキレーナー注

意思・勧誘・希望表現158イコーオモイヨル159イカンゾ，イコーオモワン，×イキヤスマイ誘注
160イコーデ，イカンカイや誘老，イクカイカ誘老161イキタイナー誘，イテミタイナー
162イキトーテモテンカ

イヤ，イキトーテタマラン誘

163イキトーオモワンカ9イ，×イコーオモワンカ

イヤ，

イキトーナイ誘，×イキトーナイがイや誘注164イテモライタイ

推量・様態・伝聞表現165イクヤロー，イクジャロ閣老，×イクワイヤ考注166イヶセンワイヤ，
イカンジヤロー，イケスマイ注167イクンヤロー，×イクンヤローナ，イクンジャロー古老，

×イクンシ。ヤローナ古老168×イタンヤローカナー，×イタンジや分一カナー老169イタンヤロー，

イタンジャ甘肌老170タイがイアメシ・ヤ雪椿，タイがイアメヤロ唖蝉171プリソーヤ，ブリソージャ

古老，×フッテキソーナ注，×モーイマフツテクルゾ注172工一ゲナデ

工一ゲナゾー

173グつイがワルイゲナ注，ト9コゾワルインデナインカ注174アメゲナデ，
×アメヤラワカランデ注1，アメケ・ニイヨルデ注2175タカゲナデ多，タカソーナ

176イタゲナデ，オッタケ9ナテ0
騨！・辰轍現
190
タ

ト
レカ

186イクカイカンカ
コト9二

191イツカ

スリャレ川島，タ

し

177フジサンミタイナナー

187タ

レカ

イクカ

192エンカイナー

188ナンソ

イヤ

189タ

193タ9レカ9ヤルカイヤ，タ

カ9スルカイや注

レソ

カ9

レカ．9ヤリャーレ，

194ヤランコトカ9アルカイや注

195クルイヨンカイヤ，

クルンカイや

繊現206モロタ

207クレルカイヤ

208ヤ・リタ

209ヤ・ソタカ

あいさつ表現241アリがトーゴサ・イマス，アリがトゴサ

647gg5

ンス注

兵庫県洲本市本町8丁目

命令・禁止・義務表現147ハヨオキヨ，ハ引剥キナハレ挙上少148ハヨオキ，ハヨオキーヨ，ハヨオキンカイ
149マト9アケテ，マト9アケテクレッカ

150マト9ハヨアケヨ，マト9ハヨアケンカイ

151イクナヨ，

×イカレンぜ注152イクナ153イタラアカン，イタラィカン154イカンナラン
強調・詠嘆表現155イクヨー156ワシャイクンシ・ヤ157アノハナキレーヤナ考，アノハナノキレーサ注
意思・勧誘・希望表現158イコトォモトー，イコトオモトル，イコオモトンネケト
160イカンカテヤ

161イキタイナー

162イキトテタマラン

163イキトーナイ

ナー159イケヘン，イカヘン
164イテモライタイ，

イテホシー新

推量・様態・伝聞表現165イクダー166イケヘンタ
169イタンタ9−

170アメダー，アメヤロ

171プリソーヤ

ヒ9ヨーキミタイナ174アメヤイワ，アメラシーセ9

176オッタネテ，オッタンヤテ

ロナー167イクンダー168イタダー
172ヨサソーヤ173ヒ9ヨーキミタイヤセ9，

175タカイラシー，タカイテイワ，当主イテワ

177フシ9サンミタイや

疑問・反語表現186イクカイカンカ187ダリャイクヤ，ダライクヤ188ナンナー189タ
タ

レサ

190

ト

コゾニ

191イツヤ

194ヤライテ9カ，ヤ・リタライテ9カ

搬表現206モロタ
あいさつ表現241ト

207クレ

192エーノカイナ，エーカイナ

195クルテカ

208ヤツタ

209ヤツタカ

一モスミマセン，アリがトー，アリがト

一445一

ツゾ，

193タ9リャヤリャ

648023 Meewa' itrEfifterLltg,*k,
tfi7tf}.Zttwit ･ecS$tliEl 147 hajo:okinsaijo 14s hajo:oki:ja

149 mado:aketekure:ja: lso hajo:akensai lsl (sotti:)ikinsannajo
152 sot:Si:ikunaju:taraikuna ls3 it:fa:ikende ls4 ikapa:ikeN
dess.skngeilZ51 lss ikude: ls6 wafigaikujo: ls7 anohana:kire:nano:
,:E'

sJtE E.E,I･tm･itkt21Vfi lss iko:omo:tton3agano: lsg ikuma:te 16o ikankaija:,

iko:ja: 161 ikita:no: 162 ikito:tetamaraN 163 ikito:na:
164 it:emoraita:no:
?EEEg.ttf9",.fikea$Z51 16s iku3aro:te 166 ikanno3anainkano:,ikan3aro:te
167 ikun3a:na:nkano: 16s it:ato:de 16g tt:an3aro:
170 tabun ame3ato: 171 diuriso:na 172 josaso:na 173 bjo:kinojo:na

174 ame3agenade: 17s taka:genade: 176 ot:agena
177 diU3isanmitainade:
RIEFdi･stiiEiSZ]iet ls6 ikukaikaljka ls7 daregaikuka lss nannai lsg dareka

190 dokokapi lgl itsuja lg2 e:okano: lg3 daregajarunnai
194 jarankotogaarumonkai lgs kuru:
leepteilXlf1 2o6 moro:ta 2o7 kure:ja: 2os jat:a 2og jat:aka:

6VS')ptIl 241 acigato:ganJitapt{I},taegato:ganritaitf{l>

648089 MitM;if.iEF#KreXijEUEpt
fàib･Xilt.2iiizzZiljl 147 hajoolsijo: 14s korjaolsipka: 14g aketelsite:

150 akenka:st lsl itsinasannaas ls2 it:araigikja:sendoikunast

153 it:ataiken ,ls4 ikanpa:naran
whsu'su4SZifi 155 ikuwe: 156 waSigaikun3a ls7 wa:anohanatsire:nano:
kg･Ebkli･ngiiliSl lss iko:omo:tsonde: lsg ikuma:S 16o tko:ja:
161 ilsita:no:ss 162 iljito:temoten 163 ilsito:na:,ilsito:monai

164 it:emoraita:
ue'wa･fikmaiElfi 16s iku3aro: 166 ikanno3aro: 167 ikun3aro:
168 it:an3aro: 169 it:an3aco: 17o o:kataame3aro: 171 diutiso:na
172 josaso:na 173 bjo:lsi3ana:nka 174 ame3agena 17s taka:n3agena
176 ottan3agena 177 diu3isammitaina
eelldi.!fiiiSSilfi ls6 ikuokaikannoka ls7 daregaikunka lss nanna: lsg dareka
190 dok:aJii lgl maidorii lg2 i:n3aro:ka lg3 daregajarukaija:

194 jatankotogaacukai lgs kurunke:
}eeptltik]N 2o6 moro:ta 2o7 kure:ja 2os jat:a 2og jat:apke:

6VS')iliSl 241 arigato:gansu

648227 utkwtpaltfilt{Ewr?ttN
ff}i<tr'#th'XiiSllifil 147 hajo:olsinaija: 14s hajo:olsi: 14g madoaketetto:dai

150 madoakeljkal lsl (sot:Si)tt:Sa:ikendo: ls2 koeaikuna
153 it:Sa:ikendo: ls4 ikapa:naran
taca.axgSijkSl lss ika:no: ls6 wartgaikunojo ls7 anohana:lsire:nano:
keq･tm.it!illlili lss iko:omo:totujo lsg ikuma:ja: 16o iko:ja:

‑ 446

161

iヒitaino：

162

i15ito：temoten

推量・様態・伝聞表現165ikun3afo：166
168

it：afo：9a

172

jogenade

16g

173

1760t：aso：駆a
190dok：aJti
授受表i現

jafan

ikaOkawakafaN

164

167

itemofaitai

ikun3afo：

170

taite：ame3afo：

171φufiso：na

bjo：底ifa∫i：

174

ame3agenade

takaso：nano：

175

177φu3isannojo：na

191

187

itsujafa

ju：kotogaafuka

206mofo：ta

i15ito：nai

it：an3aro：

疑問・反語表現186ikurkaikaっka
194

163

207

dafegaik閃ka

192
195

e：nokano：

188

193

mっka：189

dafekaga

dafegajafja二

kufuX】ka：

kufe：ja：208

jat：a

209

jat：aka

あいさつ表現2410：keJ」idandan

648241

愛媛県越智郡上浦町井ノロ

命令・禁止・義務表現147haj。：。kinasai
150

hajo：akeηkai

151

ikuna

148

152

haj。：。kiOka

ikuna

153

149

mad。：aketekure：

itt∫a：ikanzo誘〜主

154ikaかa：naraN少，ikannaraN多誘

強調・詠嘆表現155ikuj。：注156

wa∫igaikun3a：157

意思・勧誘・希望表現158ik・：・m・ij・ru
161ikitaino：

162

15g

ikito：tetama「a漉

推量・様態・伝聞表現165iku3ar。：166

an。hanan・kiremak・to

ikan多，ikumai少160
163

ikitomai

ikan3ar。：167

164

ik・：ja：

itemo「aitai

ikun3aro：168

itta3ar。：

169ittan3a「o： 1700：kataame3a「o： 171φu「iso：na 172 josaso：3a
173bJ。：kira∫i：174 ame3as。：na 175 takais・：na 176 ita5。ma多，
。ttaso：na少177φu3isann。」。：na

疑錯1・鷹軽罪見

186

190dokozoni

ikukaikaOka

191

itsuka

192

187

daregaikuka

je：Oka∫iraN

188
193

nanzo：

18g

darezoga

daregajarumoミ〕ka

194 jara期kotogaarumoqka 195 kurun3a：
搬団匪見 206moro：ta 207 kurε： 208 jatta 209 jattaka：

あいさつ表現2410：keni：

648521

香川県丸亀市御供所町1丁目

命令・禁止・義務表現147引回ォキ一言注，ハヨォキナ財注148ハヨーオキンヵ，ハヨォキンヵ
149マドオアケテクレ
ソッチイイクナ

150ハヨーアケー

153イタライカン

151

（ソッチェ）イクナヨ

152ソッチェイタライカン，

154イカナイカン

強調・詠嘆表現155イク156ワシがイクンシ・ヤ157アノハナワキレーナノ一揃1，アノハナワキレーナナー
注2

意思、・勧誘・希望表現158イコートォ←トル159ユクマイ共，イクマイ160イヵンカ161イキタイナー
162イキトーテタマランカ9

163イキトーナイ

164イテモライタイ

推量・様態・伝聞表現165イクヤロ166イヵンヤロー167イクンダロー，×イクンヤロー注，
×イクンシ9ヤロー注168イタや置注，イタヤロ創出169イタンヤロ，イタンヤロー

170タプンアメヤロー，タイがイアメや野晒多，ヒョットアメヤロー注171プリソージャ誘

172エーヨーナ，ヨサソーナ173ビョーキゲナ174アメラシイゾ，アメゲナゾ，アメジヤソーナ誘
175タカイソージヤ，タカイソーヤ，タカイソーナ，タカイラシイゾ176イタソージャ注，オツタソージヤ

多，オツタラシイゾ177フヅサンミタイナノ注，フジサンミタイナ

疑問・反語表現186イクカイカンカ187タ

レがイッカ注188ナニー注，ナニーや注189タ

一447一

レカが，

タ9レソ

カ

190ト

、ソカニ，ト9コソ

193タ9レカ9ヤルモンカ，タ

搬i表崔見

206モロタ，モロータ

二

レカ9ヤリャ

191イツカ

192エーノカナ，エーノカナー

194ヤランコトカ9アルモンカ

207クレー，クレ

208ヤッタ，ヤッター

195クルンカー

209ヤッタカ

あいさつ表現241アリがト

648549

香川県綾歌郡国分寺町大字福家字面谷

命令・禁止・義務表現147ハヨーオキヨーセ

148ハヤクオキンカ，ハヨーオキンカ

149チョットマト9オアケテイター150ハヨーマドオアケテクレンカ151（ソッチィ）イッタライカンカ

，

（ソ。チィ）イカントケ152ソ・チィイクナ153イ・タライカンが154イカナイカン，イカナイカキニ注

強調・詠嘆表現155イクワ156オラがイクンシ・ヤ157アノハナケツコナノ一心，アノハナケツコナコト注

意思・勧誘・希望表現158イコートォ←トル15gイヵン注1，イコートォrトトラン注2160イヵンヵ
161イテミタイナー，イキタイナー162イキトーチショーがナイ，イキトーテタマラン163イキトーナイ多，
イキトナイ

164イテモライタイ

推量・様態・伝聞表現165イクダロー，イクジャロー166イカンゾー，イカンダロー，イカンジヤロー
古167イクンジャロー古，イクンダロー新多注168×イタトォモー，イタダロー，イタジャロー
169イタノダロー注，イタノジャロー注170タイがイアメシ9ヤロー，タイがイアメダロー
171プリソーダ多，プリソージャ古172エー眉引ナ多，ヨサソーダ新共，ヨサソージャ古

173ヒ・ヨ＿キゲナ174アメジャゲナ注175タカイヨーナ，タカイゲナゾー古176オッタソーナ，
オツタゲナ177フジサンノ甘口ナ，フジサンノヨージャ古注，フジサンノヨーナデナイカ

疑問・反語表現186イクカイカンカ187タ・レがイクカ188ナニイヤ，ナンジャ古189ダレゾが
190ト9コゾニ191イツカシラン注，マェニ注192エンジヤロカ，エンカイナ193タ9レカ

ヤリャー

194ヤランコトカ9アルカ，ヤランコトカ9アルモンカ，ソレク9ライノコトスルタ9ンカ注，

ソレグライノコトセルダンカ注195クルチユンカ

授受表現206モロータ多，モロタ207クレ208ヤツタ209ヤッタカ
あいさつ表現241ゴテイネィニアリがトーコ

648658

ザイマス

香川県大川郡寒川町石田西大末

命令・禁止・義務表現147ハヨーオキナィヵンデ，モーオキナィヵンデ
ハヨオキヨ考

149マト

オアケテクレー

150ハヨアケテクレー

148モーハヨオキナイカンゾー，

151イタライカンテ

152ソッチィイタライカンゾー，ソッチィイクナ153イタライカン，×イタライカンゾー注
154イカナイカン

強調・詠嘆表現155イク156オラがイク多，オレがイク，オレがイクンジャ誘157マーキレイ，
マーキレーナコト誘，マーアノハナキレーナコト注

意思・勧誘・希望表現158イコートオモートル159イクマイ160イコー161イキタイナー
162イキトーテタマラン

163イキトーナイ

164イテモライタイ

推量・様態・伝聞表現165イクダロー166イカンダロー167イクンダロー168イタンダロー
169イタンダロー

170ア八議

174アメヤソーナ

175タカイソーヤ

ロー

171プリソータ9

172ヨサソータ9

173ビョーキケ

ナ

176オッタソーダ，オッタソーや注177フジサンノヨーや

疑問・反語表現186イクカイカンカ187ダレがイクカ188ナンゾー189ダレソ9が
190ト

コゾニ191×イッへ。ン，イツカ共192エンジャナイカナー193ダレがヤ，レモンカ

194ヤランコトカ

アルモンカ

195クルンシ

ヤト

授受表現206モロータ207クレ，×イタ注208ヤッタ209ヤツタカ
あいさつ表現241スマンノーカマンノカー注1，スミマセンナーアリがトーゴサ

448一

イマス注2

648848

兵庫県三原郡南淡町福良甲

命令・禁止・義務表現147ハヨーオキーヨ148ハヨーオキンカイナ149チョツトマト・アケテヨ
150ハヨーアケナ，アケや注151イタラアカンヂー152イタアカン153イタラアケヘンナイカ
154イカナイカンネ注

強調・詠嘆表現155イコ156オライクンジャ157アレキレーナハナナンケ，キレーナハナヤナー

意思・勧誘・希望表現158イコオモトンネ159．イケヘンゾ，イタルカレ160イカンカ161×イコカ，
イキタイナー誘162イキターテイキターテ163イキターア・ソカレヤ，イキターナイ164イテモライタイ

推量・様態・伝聞表現165イクンチャゥヶ166イケヘンダー，イケヘンチャウケ167イクンダー
168×イテッタンダー多，×イテッタンチャウケ注169イテツタンダー，イテッタンチャウンケ
170タフ9ンアメヤロナー，アメチャウンケ

171

×アメニナリソーシ

ヤナー，×アメチャウケ，

×フツテキソーナナー注，×フツテキソーヤナー注172×エーノンチャウケ173ビョーキチャウケ
174アメシ9ヤチュワ

175タカインヤチュワ

疑問・反語表現186イクカイケヘンカ187タ

189ダエゾ

190ト

ツカニ多，ト

タ9リャヤリャタ9レモヤッカレ

授燭見

206モ陶工

176イタンチュワ

188ナンヨ，ナンゼ新

コゾニ191イツヤ192エーンカナ

194ヤランコ躍層アッカレ

207クレ，クレヤ

177フシ9サンミタイナ，フシ9サンヨーナ

リャイクンカ多，ダリャイクノカ

208ヤッタ

193タ9リャヤリャ，

195クルテカ

209ヤ・ソタカ

あいさつ表現241オーキニ少，オーキニァリがトー多

649031

広島県安芸郡倉橋町尾立

命令・禁止・義務表現147haj。：。kijo，hajo：。kiりkaもhaj。：。kija誘
148hajo：okijo

14g

mado：ake：ja

152itt∫aikendo，ikunajo
154

153

150

mado：ake：jo注151

ikunajo

itt∫a：wari：do，itt∫a：ikeN誘

i】kaJ阻」降a：nLa「aN

強調・詠嘆表現155ikujo

156

wa∫igaikunojo

意思・勧誘・希望表現158ik。：。m・：t∫oru
161

ikita：no：，ikja：e：noJlino：注

164

ittemo「aitai

157

a：kire：nahanad3ano：

15g

ikja：he網・160

162

ikito：tenaraN

ikaOkaija

163

ikito：naido

推量・様態・伝聞表現165ikud3ar・：166 ikand3ar。：誘167 ikund3ar・：
168×itt∫oruma：kai，ittad3aro：誘16g ittand3aro：170 amed3aro：
171φuruge：na

172

e：9e：na

173

wadzuraiorund3ana：kano：注

174amed3atteju：9ano：，amed3agena誘，amed3attsuwa：na
175

×negae：gena

176

0ttalld3agena注

177

φud3isanJlijo：」1it∫oru，

φud3isannojo：na

疑問・反語表現186iko：kaikuma：ka 187 daregaikuka 188 nanna「a：
18g darekaga，daredoga誘190 dokk節i注191 itsuka 192 e：nd3aro：k鋤。：
193daregasurja：
捜受表蓬見

206mo「o：ta

194
207

de：temojaru，jara：dedo：φurunnara：
ku「e：ja

208

jatta

209

195

kuru口kai

jattaka

あいさつ表現2410：ke⑲ino，sumimasenno，e：monomo「o：tea「igatogodzaima∫ita，
sogenamonom。m：tekin◎dokunajano：，∫。：∫inano：古注

649178 愛媛県今治市高橋甲
命令・禁止・義務表現147j。9aaketa。kinasai上注1，」。9aaketa・kina下注2
1480kiJla：ikumaiga

14g

aketekure：

150

一449一

akennoka，

・・Ok・im・itt・m。・k・nn・k・，h・」・k岨k・・誘151

153

itt∫a：ikaN

154

強調・詠嘆表現155ikuwai

ik・・e・」。152

ikumaiga

ikanakjana「aN

156

b・kugaiku上，wa∫igaiku下，wa∫igaikun3a：誘注

157korewakire：3a：，utsuku∫i：kot。上注
意思・勧誘・希望表現158ik。：・m・t・ru

15g

ikja：seN多，ikumai

多，ikimaseりka上，ik。ja：注，ikaOkana：上161
162ikit。・t・t・m・・aN

163

ikit・n・i

推量・様態・伝聞表現165iku3ar。：注166
168it・・3・…16g

itt・n3・…170

φuri・。・na特注2172」。・a…3a

bjo：kinajona注174
176

itaso：3a

177

授受裁見

ikitaina：

164×itt・m・・。t・・a考，itt・m。・aitai

ikan3ar・：167

ikun3a「o：

t・b…m・3・・。・171φ・・i・。・3・注1，

173

ame3aso：na

b」・：ki3・naika，b」・・kigeda，

175

takaiso：na，takaiso：da

jara

darezoga

187

itsuka，itsujara

挿注1，je：n3aroka上口2，je：ηka：下注1193

daregajarunzo：

jaraなkotogaarumoηka

206mo「ota

207

ku「e

190

daregaikuka，da「egaikuja「a誘
191

194

18g

ikja：seOka：

φu3isannojo：3a

疑問・反語表現186ikujaraikan
188箆anzo：

160

195

208

dokozoni

192

je：ka

kurun3a：

jatta

209

jattaka

あいさつ表現241arigat。：9。zaimasu多上，arigat・：下，dandaN古少

649407

香川県三豊郡豊中町大字下高野字南部落

命令・禁止・義務表現147モーオ←ヨ148イ・ソマデネヨルノイモーオキンカ，
イツマテ

ネヨルノイモーオキー

マト9一アケンカ

（ソッチ）イクナヨ

151

153イタライカンソ9

149マドオアケテクレー，マト

アケテクレー

150マト

一アケー誘，

152ソッチーイタライカン，ソッチイクナ，ソ・ソチイクナヨ

154イテコナイカンキンノ，イカンナラン誘

強調・詠嘆表現 155イコカ考，イク156オラがイクノイ157アノハナイカニモケツコナノー
意思・勧誘・希望表現 158イコートオモートンシ9ヤ，イコ・一トオモートル誘 159イカンソ

注

160イカンカ

162イキトテシヨがナイ，イキトテショーカ・ナイ，イキトテタマラン少163イキトナイ

161イキタイナー
164イテモライタイ

推量・様態・伝聞表現165イクジャローノ166イカンジャロー167イクンジヤロー
168イタシ

ヤロー

169イタンシ

ヤロー

170タイカ

イアメシ

ヤロー

171プリソーナ

172ヨサソーナ

173ヒ・ヨ＿キゲナ誘174アメヅヤツテ考175タカイソーナ新知，タカソーナ汐カインジヤツテ古，
タカイケ・ナ176オツタソーナ177フシ・サンノヨーナノー，フジサンミタイナ古

疑問・反語表現186イッヵイヵンヵ187タ
189タ9レソ

カ9

190

ト9コソ9二

レがイクヵ，ダレがイッヵ誘188ナンゾ

191イツラヤ，イッチャラ

192エンシ

ヤロカ

193ダレがヤルモンセ㍉ダレがヤラ脚注，ダレがスラー注194ヤランコトがアルモンカ
195マタタイフーカ，クルンカ，クルンジヤテ注

捜受燕見

206モロタ

207クレ

208ヤッタ

209ヤツタカ

あいさつ表現241アリがトゴザイマス，アリがト注

649507

香川県仲多度郡琴南町造．田

命令・禁止・義務表現147モーハヨ四切キイヨ148ハヨーオキイヨ，ハヨオキン副直注
149ハヨマドオアケーヨ150田田アケンカ注151（ソツチー）イクナ注，（ソツチエ）イクナ
152ソツチーイタライカンゾ，ソツチーモーイクナ注153イタライカン154イカナイカン

一450

強調・詠嘆表現155イクワ156オラがイクワ，オラがイクンジャ注1，オラがイクンジヤワ誘注2
157アノハナワケッコナノー

意思・勧誘・希望表現158ユコートォ←トル注1，イコートォモートル誘注215gユクマイ，イクマイ多
160イカンカ

161イキタイナー

162

ト

一テ

モイキタイ，イキトー・テタマラン

163イキトーナイ

164イテモライタイ

推量・様態・伝聞表現165イクヅヤロー166イヵンシ
169イタンジヤロー170タイテーアメシ

ヤロー167イクンジャロー168イタシ

ヤロー

ヤロー171フルゲナ古，×フルゲナゾ，プリソーナ考新

172エーゲナゾ注，ヨサソージャ新173ク㍉イがワルゲナゾ注174アメジャゲナゾ
175×タカイゲナゾ注，タカイゲナ新176オッタゲナゾ177フジサンミタイナゾ

疑問・反語表現186イクンカイカンカ187ダレがイクンジヤラ188ナニイヤ189タ・レゾが
190ト

コゾニ191イツカ注，イツカシラン注192エーンカナー193ダレがヤルノイヤ，

タ9レがヤリャ注194ヤランコトがアルモンカ195クルンジヤユーンカ誘，クルンジヤユーカ
授受表i現206モロータ，モロタ

あいさつ表現241ト

649696

盆07クレ

208ヤツタ

209ヤツタカ

一モスンマヘン注，ト㌧モスマンナ日田

徳島県美馬郡穴吹町口山字田方

命令・禁止・義務表現147mo：。ki：」。148 mada。kinn・kada，hajookiηka注
14g mado：ak6tekureOka，×mado：aketekurende注 150 mado：akeXjkada，
hajo：ake：ja，hajo：aketekureOkada

（sott∫ie）ikunajo

152

151

（50tt∫ie）ikuna，

ikunatteho：ewaikuna，koraikuna

153

itaraikaN

注154ikanaikanno3awa
強調・詠嘆表現155ikuwa 156 wa∫igajukuwa，wa∫igajukun3a
157anohanakire：no：，kire：nano：，kire：na：注

意思・勧誘・希望表現158ik。：t・。motoru
161

ikitaino：注

162

168itta3aro：，ittadaro：
175
177

172

ikaロz・160

ikito：te∫o：nai

推量・様態・伝聞表現165ikudar・：166
171φu「iso：3a

15g

16g

josaso：3a

163

ikito：nai

ikandar。：167
ittandaro：

173

170

wa「ui漁3a「o：

takaira∫i：，takaiso：3a，takaiso：漉a

ikaOka，item角ka

176

164

ittemoraitai

ikun3ar・：，ikundaro：
taigaiame3aro：，ameda「o：
174

ame「a∫i：注

0ttaso：3a，ottaso：na

φu3isa脆r墓ojo：3a

疑問・反語表現186ikukaikaOka
18g

darezo

190

daregajarja：
授受i三菱見

187

dokozoni

194

daregaikujara

191

itsujara

jaraideka

206morota，moro：ta

207

195

kure

192

188

nannara多，nanzo

e：kana

193

daregajarumo聖ka，

kurun3atsuwa」，kurun3at∫uwa」
208

jatta

209

jattaka

あいさつ表現241a「igato：

649718

徳島県板野郡板野剛li端字金泉寺東

命令・禁止・義務表現147。ki漉aj・1480kinka
151

ikarendejo

154

ikananaraN，ikannaraN言秀多

強調・詠嘆表現155ikuwa
157

152

156

14g

mad。oakete

ikareN，ittaraakaN識主

153

150

hajo：akenka

ittaraikaN

wa∫功aiku多，wa∫iっaikund3a誘考疑

anohaaakire：nana：注

意思・勧誘・希望表現158ik・：t。・m・：t。ru考15g

一451一

ikeh酬多，ikaN誘160

ikanka

161 ikitaina: 162 ikito:tetamaraN211,ikite:tefo:nanai 163 ikita:nai
164 ittemoraitaii2ftZll
iEES.JISaf9S.,.tXmailSfi 16s ikudaro 166 ikandaro: 167 ikundaro: 16s itadaro:

169 ittandaro: 17o taite:amedaro:{}>,taite:amed3aro: ln diuriso:na
172 ×e:daro: 173 bjo:kidaro:eelll1,bjo:kid3aro:eetai2,
bjo:kid3arona:EIE?EII2 174 ametttottadejoi2;t?Elil,ametteijottadejolll2
17s takaitteijottallll,takaittrottadejotl12 176 ottaso:da#21i

177 diu3isannojo:na
fima･!SZESItEEI ls6 ikvkaikanka ls7 darepaikvka,dareoaikkatai lss nanzo
189 dareka 19o dokkani lgl maeni lg2 e:nkana: lg3 darepasurumonka

ty21lg4jarankotonaarumonka21,senkotonaarumonka: lgskurunka
}agpttSXlfl 206 moro:ta 2o7 kure 2os jatta 2og jattaka

6US')ilZSI 241 aripato:summahenna:,aripato:goasusuTnmahenna:

649757 twltRXtsasEiHg7?ptEi{tlPa:
fa4tr'#LLlt'Xi91refi 147 okikkoSinasai,okikkosenkai,okijost
14s fitsukoinehajakuokinasai,hajakuokikiSinasai,koraokiro2il,

hajo:okinkaiZll 14g mado:akekkofinasaig,mado:akikkoSinasai
lso mado:hajo:akenkai lsl jukareN ls2 jukunatoju:tarajukunaZll,
itaraikaN,ikareN,ittaraakaN$ ls3 jukaren'jo ls4 jukantoikannod3a

tll,jukannarannod3ant
taee.blgS:NSI lss ikuwa ls6 waSinaikund3aat ls7 anohanakire:d3ano:,
anohanakire:d3akotost
kM.2EbE9g.e¥2k5t lss iko:toomottorug,iko:toomottorund3a lsg jukanzo
160 ikanka 161 ikitaiwa 162 ikitakutetamaranwa,ikito:tetamaranwa
EIErdl,ikito:teorenwast 163 ikitakunai#.,jukito:naith,ikito:naiEie,tl1,

Xikito:naiwaiXE2 164 ittemoraitaind3a
IEESI･Iifi9sk.,.fikeailafi 16s ikund3aro 166 ikand3arolll,ikandaro: 167 ikund3aro
16s ittad3arona:tli 16g ittand3arona:Zll 17o o:kataamedaro2ii>,

taipaiamedaro ln ×diuruzo:;2},diuriso:d3ast 172 Xi:wa{i5,Xi:d3aro,
josaso:d3ast 173 bjo:kid3aro: 174 Xamed3arotoju:tottaigtr,
amedaso:d3aXl! 17s takaiso:da#.,takaiso:d3ast 176 ottaso:da,
ottaso:d3aEn9}t]l,ottatoju:wai 177 thu3isannijo:nitonna:g,
diu3isammitainid3ass,diu3isammitaini
EIEfldi･M=tiEilefi ls6 ikujaraikan jara ls7 darenaikujara lss nand3a
189 darezona lgo dokozoni lgl itsujara lg2 i:nokana#.,e:nkaina:i,gE{e

193 dareoajarumonkatr lg4 jarunikimattoruiElil,jarankotonaiwass,

jarankotonaarukant2 lgs kurund3atte
ieeti2illEfil 2o6 moro:tawa 2o7 jokose,kure{l} 2os kureta 2og kuretakag

6VtSvp21tEfiL 241 sumanna:,konnamommorattekomaruna:,

konnakotote:dee:noni konnakototenandarae:noni
,

452

64985O dik.PRfistUmaE[r2Te
fa4).¥th.ma 147 ltsumadenetennomo:okinaitoikan'jo,hajo:okinka
14s hajo:okinkainaniguzuguzutitenno 14g mado:akete:,
tjottomado:akete:i:kodakarana: lso andaketanondanontnanSiniakete
kurennohajo:aketed3i:tfannoju:kotojo:ki:te
'
hajo:akejo:oriko:dakarant lsl ittaraakaN?iE1,ikareNI}l2,jukareN
ls2 ikareN211,jukuna21E,ittaradame,tttaraakaN2921E ls3 ittaraakaN
ls4 ikananaraNZIi 1 ,ikannaraNE9iillZ>tll 2

tass･sutgeiliSl lss ikujo#i,ikuwaY}{}, ls6 waSioaikundag,watioaikund3atw
157 anohanakireina:tal
kfi･gthiiiS.egljStEn lss ikitaitoomotteirund3a,ikitaitoomottorund3ast,
ikitaitoomottoruN,iko:teomottoruNtli lsg ikeheN,ikanwant 160 iko:
#.,ikanka!Iibtal1,ikandent2 161 ikitaina:{},,ittarai:na:tll,
ikito:teoreNst 162 ikito:teoreN,ikito:tetamaraNEStll 163 ikito:nai
164 ittemoraitaiptZli
IIkij･ime.fikmaiSt51 16s ikudaro:,ikundaro:tw 166 ikandaro:
167 ikundaro: 16s ittajaro!ii,,ittad3aro 16g ittandaro:
17o o:kataamedaro:,tailjaiamedaro:tw 171 ×diuttekiso:da,diuriso:da
tl! 172 i:jo:da 173 bjo:kid3anainkaina!?Ftai 174 amedatte,amenojo:da
17s taka!jo:da,Xtakaijo:dajo: 176 ottajo:da,ottaso:daStl!
177 diu3isansokkurid3a9,diu3isammitainafatll,thu3isammitaidast#.Zll
ntma.NiiEiSZSI ls6 ikkaikankaftntli ls7 darenaikunka,darepaikun'jaratw
188 nani:,nande:Xl{ lsg darezooa lgo dokkanifa,dokozonipt
191 maeni lg2 i:nkana:,i:nkaina:tw lg3 darenasurumonkail;{e,

darenajarumonkant lg4 jarankotonaattetamarumonka,
jarankotonaattetamarukast,senkotonaattetamarumonkastfa,
senkotooaattetamarukatw lgs kurundatte:g
IeeptleilZM 2o6 moro:ta 2o7 okure 2os jatta 2og jattanka
asVNS')iliSl 241 sumanna:

6soo66 rtgsne4igasxtuwrtie#ts
fu<t.#JL･Sww 147 oki:,okijo 14s itsumadenetorunda 14g tooakenaina,
'
tooakenee:na lso hajoakenkee: lsl ittaraakande
ls2 ittaraakan ju:torunoni,ittaraakande ls3 ittaraakande
154 ikannaraN
dess'ax4S251 155 ikude ls6 watinaikunda,wataiku= ls7 anohanakire:dana:
kki.ebkiE･n!iSXEftl lss iko:omottoru lsg ikande 16o ittarae:deena!ka
161 ikitaina: 162 ikito:teSo:naina: 163 ikitanee:na:,ikitanaina:
164 ittemoraitaina:
ma.Iee!l5.MmaiiS2Sl 16s ikudaro:na: 166 ikandaro: 167 ikundaro:

168 ittadaro: 16g ittandaro: 17o tabuNamedaro: 171 ×thuttekurude
172 jogenade= 173 bjo:kidaro:,bjo:kidanee:ka 174 amedaso:na
17s takairafi:,takaiso:da)#. 176 ottaso:na 177 diu3isanmitaina
‑ 453

疑問・反語表現186ikukaikanka
190dokozoni

191

itsuka

dareOajarumonkεe：

187
192

194

dareOaikuka

nand田：189
193

kittosurude，jarude，jaruwaja

授受表現206moratta，moro：ta誘207
20g

188

e：nkaina：，e：nk鵠：na：

da「ez。胆

dare期asu「ud鐙：．，

195

ku「udatte

kure：ja注1，kure：注2208

」

jattade

jattakae

あいさつ表現2410：keni注1，×o：kini注2

650496

滋賀県伊香郡西浅井町塩津浜

命令・禁止・義務表現147・kij・ij・：，netent・・kijanse注148。k功kaina：注，

okijoijo：14g
151
154

aketokure注1，akejanse注2150

ittaraakande注

152

ittaraakaN

153

akenkai沿a

ittaraakaN，×akanze

ikaJlana「aN

強調・詠嘆表現155ikude，ikuwai誘下156

wa∫iOaiku巾a

157nanteuts嘘u∫in・jar・考誘注

意思・勧誘・希望表現158ikotoomoteru
161itt：emitaina：
164

162

15g

160

×itta通jaro，ittajaro言秀注

171φuriso：ja

172

josaso：ja

175

176

itaso：ja

takaiso：ja

疑問・反語表現186ikukaikaηka
190dokkani

191

173
177

187

itsuka

192

ik簡jaro

16g

167

itta勇jaro

206

163

ikitonai

mo「ota

207

ku「e

amejaso：na

φu3isa甑nojo：ja

dareむaikunoka
joinokana

208

ik哺jar。

1700：kataameja「0

waruira∫i：注174

193

188

jatta

209

nand3a

189

da「ek萌a

dare】Oajarumoつka

194jaranaik・t萌aarum・躰a共，jaraideka誘195
搬裁見

ikojanaika，ikoze注

ittemoraitai

推量・様態・伝聞表現165iku℃jar。166
168

ikumai

ikitotetamaraN注，ikitotekanaN誘

kurun・jate

jattaka

あいさつ表現2410：kini
65064g

岐阜県山県郡美山町谷合

命令・禁止・義務表現147ハヨオキナアカンソ
150ハヨマト9アケンカ，×ナンへ

148ハヨオキンカ149オイマト

ンソッタラワカルンヤ

151

アケテ

（ソッチ）イッタラアカンゾ

152ソッチイッタラアカンジヤネエカ153イッテワアカン，イツテワダチカン古154イカンナランデナー

強調・詠嘆表現155月目ゾ

156オレカ。イクワ，オレカ。イクゾ157ウワーキレイヤナー，

ウワーウツクシイナー

意思・勧誘・希望表現158イカシトオモツトル159イカヘン160イコカ161イキテーナー
162イキタテシャーネー

163

イキタネー

164イ・ソテモライテー

推量・．様態・伝聞表現165イクヤロー166イヵネーや旧訓，イヵヘンヤロー167イクンヤロー，
×イカツセルや同一注168イツタヤロー169イツタンヤロー170タプンアメヤロー171ブリソウヤ
172ヨサソーヤ

173ビョウキラシイ

174アメヤソーヤ

175タカソーヤ，タケーソーヤ

176オッタソーヤ

177フシ9サンノヨーや

疑問・反語表現186イクカイカンカ187ダレカ。イクカ188ナンヤ189ダレゾカ。190ドッカニ
191イツヤシラン

192エェカナー，エェンカナー

ヤランコトカ。アルモンカ

授受表i現

206モラツタ

207

193タ

レカ。ヤルモンカ

195クルンヤッテ

×モラエンカ

208ヤツタ．209ヤツタカ

一454

194ヤランコトアルモンカ，

あいさつ表現241タイキ。ニシテモラッテ，ヨーコ・タイキ。ニシテモラッテ古，ソンナコ・タイキ・スィマセンナ古

650860

岐阜県武儀郡武儀町中之保若栗

命令・禁止・義務表現147マァェェヵヶ。ンニォキナィヵンゾ
149マト

アケテクレンカェ

151イッテイカンソ9

150テレビ

ハ

148週目カケ。ンニオキンカ

ッカミトッテイカンヤナィカイマノコトワスレタカ

152オシ9イチャンノイウコトキカナイカンシ9ヤナイカ

153イツチャアプナイテ9（イケナイゾ），イツテタ9チカンゾ古154イカナラン，イツテコナラン

強調・詠嘆表現155イクデナ156オ励。イクンジャ157コリャキレイナハナジャヨウデキトルナー
意思・勧誘・希望表現158イッテコシトォモットル159イクマイ160イクヤナー161イッテキタイワェ
162イキトテカナワン

163イキトーナイ，イキタクナイワェ

推量・様態・伝聞表現165イクジャロゥ166イヵンシ
168イッテキタヤロナー

172

169イッテキタノヤラー

×イインヤナイカ

176オッタケ。ナソ9

ト9ッカニ

170

×タイテイアメヤナー

173ク9アイカ。ワルイラシイ

171プリンウシ9ヤ，ブリソウヤ

174アメヤッテイウソ

175タカイケ●ナソ9

177フシ9サンノヨウヤナ

疑問・反語表現186イクヤライカンヤラ187×タ
190

164イッテモライタイ

ヤロゥ167イクノヤラズナ，イクノヤナイカ

191イツカ

レカカ。イクカ188ナンジヤ189タ

192ヨカッタヤロカナー

193タ9レカ。ヤルイ

レカカ0

194ヤランコトカ。アルモンカ

195クルウ
授受表i現

206モラツタワイ

207

×ヨンテ

クレンカエ

208ヤッタソ9，クレテヤツタ

209ヤツタカエ

あいさつ表現241スマンコトヤナー

650907

岐阜県恵那郡付知町六区桜町

命令・禁［ヒ・義務表現147ハヨオキョヨ148ハヨーオキンカ149オィマト

アケテクリョ

150オイハヨアケヨ151イクナヨ152イクナヨ153イツテワイカンゾ，イツテワタ

チカンゾ少

154イカナランソ9，イカニャナランソ9

強調・詠嘆表現155イクワイ156オレヵ。イクワイ157コリャゥックシイナ

意思・勧誘・希望表現158イカストオモツトル159イカン160イカンカ161イキタイナア
162イキタイナァ

163イキトウナイ

164

×イキタイナア

推量・様態・伝聞表現165イクヤラズナー166イヵンヵモシレン，イヵズモ古，イヵンヵシランナー
167イクヤラス

168イッタヤラス9

169イッタラー

171プリソウヤナ，×フ・ソテクルナー

174

×アメフリシ9ヤナイカ

172

170

×エェナー

×タイカ。イアメカ。フルカナー

173ヒ9ヨウキシ

175タカイフウシ9ヤナー

ヤナー

176オッタソウシ9ヤナー

177フシ9サンニヨウニトルナー

疑問・反語表現186イクカイカンカ187タ
191イツカ
195

授受表現

192エェカナー

レヤイクトモ188ナンジヤ189ダレカ190ト

193タ9レカ。ヤルモンカ，タ

レカ。ヤルー

コカニ

194ヤランテコトアルモンカ

クルカー

206モラッタ

207クリョ，クレヨ

208クレタ

209クレタ口

あいさつ表現241スンマセン

651074

京都府福知山市長尾

命令・禁止・義務表現147m。：。ki：」。上，m。：。k1：ja

ake：ja誘ake：jo誘aketek町e：ja
ク
ジ
151

ittaraikaNdejo、

154

ikaNnaNnod3a

152

150

ittaraikaN

一455一

148。k功ka

14g

joik明eNdeake：ja
153

ittaraikaNdejo

aketek町e，

dede.st4SeillEl lss ikiM ls6 watinaikuiNd3a ls7 a:kire:d3ana:,

a:minotonamoNd3ana:
flJt E.Ei,･2EbEiS･egiS2Ifil lss iko:omotoruE lsg ikaN 16o ikokaina 161 ikitaino:

'jEt

162 ikitotekanaNfi,ikitotekanawaN{?> 163 ikitanai 164 ittehoJi:
?fiilj!'Jiifi7",'fuooiSgifi{ 165 ikurd3aro,iku:jaroff 166 ikeheNd3aro:,

ittSanaid3aro:L,ikaNd3aro' 167 xitteNd3aro:‑L,ikurNd3aro:st
168 ittad3aro',×ittSattad3aro'‑lt 16g ittaNd3aro',itttataNd3aro'‑lt
170 ×taite:diutruid3aro,amed3arode,×amediuarid3aro 171 thurriso:na{e,
thwriso:d3ant 172 josaso:na{!i,Xll,joijo:na?li,joijo:d3alll

173 bjo:kinojo:na,bjo:kirati: 174 amed3aoena 17s takainena
176 ottanena 177 dizlld3isaNnojo:na
Rlgldi･iscliSrelfl ls6 ikuikaikaNka ls7 darenaikuika,dottSiljaikuika

188 naNd3aina,naNd3aijaZll lsg darezo lgo dokozoni lgl ltsuid3attaka,
itsuad3atta 192 joid3aroka lg3 darenasurdd3aina,dareoasurruad3aina
lg4 surrurnikimattortu,suartuwaina,se:deka:ik]Ii,jaraidekastrt$ll

195 kuirwnka:a,kuarurd3atte=st{l>
leeptitiSijl 2o6 morota 2o7 okurre‑lt,kuare:ja‑F 2os jatta 2og jattako=

zaUS' )iSan 241 o:kini

651127 fig5mafi¥e7ge

ffi74b･Z!R[kt .Xma 147 hajookinajo 14s hajookiljkaina,hajookija‑F
149 madoaketekuirenka lso hajoaketekuireija lsl ikaNtokinajo,
iktnaNnajo{l;,,ittaraakaNdest ls2 ittaraakaN ls3 ittaraakaN

154 ikaNnaN
resc.dvqSgikifi lss ikuado,ikuaee ls6 warinaikuaNja ls7 a:kire:nahanajana:

kg.tm･nSijSSigl lss ikotoomotoruilll lsg ikaNzo 16o ikojanaika
161 ikitaina: 162 ikitotekanaNnoja 163 ikito:nai,ikitonai
164 ittemoraitai
ma')Iilt!3S..IikeailXSI 16s ikuajaro:na:,×ikina:ruajarona:‑lt 166 ikaNjarona:

167 ikUINjarona: 168 ittajaro: 169 ittaNjaro:,ittaNjaro
170 taite:amejaro: 171 diwriso:na 172 joijo:na 173 bjo:kirafi:
174 arnejaso:na 175 takaiso:na 176 itaso:na,ottaso:na
177 diUid3isaNnojo:na
nvldi･!SZma ls6 ikrllkaikaoka ls7 dareigaikuija lss naNja lsg darezopa
190 dokozoni lgl itsuijatta lg2 joinokana,joinojaroka,joiNkana:
193 darenajaruljai lg4 jaraideka lgs kturzllNjatteJ
}eepteiltSl 2o6 morota 2o7 kuare 2os jatta 2og jattaka
asLNS')iSliEl 241 o:kini
651215 kEi#FRJJ<RliiasJk<fiEilE]TtwK

6itr̀Ib･#th.Xilmeil 147 hajookinasaLjo 14s hajooktnka=ll!,hajookijo
149 madoaketekuirejo,madoaketokejo,madoake'jo lso aketokaokà,
aketoke lsl (sottSi)ittaraabne:dzo?1} ls2 sottSiSttaraakandzo
456 ‑

ls3 ittaraakandzotl!,abuine:dzolll ls4 xikannarannode,ikannaraN
whsu･skqSeiElfl lss ikuag ls6 waSinaikuanda ls7 anohananantotutsvaktuti:na,

anohananantokire:nana:
kg･2EbYi･n!tSSZ51 lss ikotoomoterui lsg ikaNwa' 16o iko: 161 ikitaLna:
162 ikitatetamaraN 163 ikitonaL 164 ittehotii
IPI#Et･)kkflS,･fikmaiSgEfi 16s XikaNsrujaro 166 ikaNjaro 167 xikuikamorireN,

ikutNjare 168 XikaNtitajaro 16g ittaNjaro 170 taLteiamejaro
171 ×diurttekiso:da 172 joLjo:da,jotjo:ja 173 bjo:kijanaLko,
bjo:kinojo:jana' 174 amejaso:na 17s takaLso:ja 176 ottaso:ja
177 diuad3isannojo:ja
rsERdi.ISZEgijltSl ls6 ikuikaikanka ls7 dareikuika lss naNja lsg dareka

190 dokorani lgl itsuikag lg2 joLkamotirenna lg3 darejanajarurmopka
194 jarankotonaaruamonka lgs kulrulNjatte
leetE/ikSl 2o6 morota 2o7 xkase 2os jatta 2og jattaka
toUS' )re$l 241 o:kinio:kini

651266 *NwtauMentJNit
di7t?;'ajdit '2fiEllilan 147 mo:okijo 14s mo:okiteikantogakko:niokuarerurdzo

149 madoaketokeja lso madoaketeokantoakandzo
151 (sottSinoho:e)ikurtoakandzo ls2 sottfieittaraakandzo
153 ikuitoakandzo ls4 ikannaraN
desu･axngliSgER lss ikui ls6 warigaikurnd3a21! ls7 a:kire:nahanajana:
f;k5.ZEbYe.t$iStlfl lss ikotoomotorui lsg ikamwa 16o ikoka' 161 ikitaLna:

162 ikitotetamaranna: 163 ikitonat 164 ittemoraLtaL
lkS.ts31fise.IikFS5iSZSI 16s ikuid3aro: 166 ikand3aro: 167 iktllnd3aro:

168 ittad3aro: 169 ittand3aro: 17o taLnaLamed3aro:
171 ×diuttekuarurdzo 172 josaso:d3a 173 bjo:kinand3aro:na:
174 amed3aso:na 175 takatso:na 176 ottaso:na 177 divad3isannojo:na
eeas.iSiliSSt$l ls6 ikuakaikanka ls7 dareoaikurka lss nand3a lsg darekana
lgo dokkanl lgl itstuka lg2 eenkana lg3 darenajarrumonka
lg4 jarankotonaaruimonka lgs kuarusnd3atteja
Ig2ptetiSfSl 2o6 morota 2o7 kuare 2os jatta 2og jattaka

6USoiSglfit 241 o:kini

651324 *SFMww‑ltFiHU7#7N
fi<t'ajillt{ilt'XiimeX 147 hajookijo 14s hajookinkatr 14g aketetekureja,

aketokeja lso aketeoke lsl (sottti)ikuanajo ls2 sottSiittaraakandzo
153 ittaraakandzo ls4 ikannarannodena:,ikannarannode
tsua･sugSeiStEE 155 ikua ls6 waSioaikruNja,ikuanoja ls7 anohanaurtstllkurSina:

kg.ebkiE.Rgililfl lss iko:toomottoJipa lsg ikantooko:,ikaN 16o iko:kat,
ikanka 161 ikitatna: 162 ikitaLjakedona:,ikitotetamaraNjakedona:
163 ikito:naL 164 ittemoraLtaLna:
?es!.JISI!lse･tlikmaif 16s ikuzjarona: 166 ikaNjaro:na: 167 ikuiNjaro:
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168 Xittajarokana: 16g ittaNjaro: 17o tabuENamejaro: 171 diulrtso:ja
172 Xe:jarona: 173 bjo:kijanaLkana: 174 amejaso:na 17s takaLso:ja
176 itaSo:ja 177 divad3isannojo:ja
ftifdi･!SZ/lliljl2M ls6 ikurkaikanka ls7 darenaikuanka,darepaikurka lss nanija'

2iE lsg darekalja lgo dokkani lgl itsuika lg2 iiNjarokana:
lg3 darepajaruamonka,dareljajartuZli lg4 jarankotonaaruamonka
195 kuiruzNjatte･
IeepttiStSl 2o6 mo:ta 2o7 ktureja 2os jatta' 2og jattaka'
il6VS‑ )iStEfi! 241 o:kiN

651386 }}ft}5vaesUasfi7ivF!ITfia
fftrft'll{th･gEXIiElfi 147 hajo:okijo: 14s hajooktoka 14g ttottomadoaketenka
150 hajoakenka lsl ittaraakanzo:,ittaraakanze: ls2 ittaraakanzo:ta!

153 ittewaakanze: ls4 ikantoakannoja
whsu'stggEiSZSI lss ikuzo: ls6 wariijaikuijja ls7 nantoutsukuti:hanajana:
kEuE,[･EbYg･eS$iSi lss ikutsumorija,ikotoomottoruss lsg ikanzo:
160 iko:kai 161 ikitaina:,ittemitaina:st 162 ikito:teJo:ijanai
163 ikito:nai 164 ittehoSi:
IPEES･jlSlf/E･fi;imaasl 16s ikujaro: 166 ikalj jaro: 167 ikulj jaro:

168 ittajaro: 169 ittaij jaro: 170 tabulj amejaro: 171 diuriso:ja
172 josaso:ja 173 bjo:kijaro: 174 amejaso:na 17s takatso:ja
176 itaso:ja 177 diuzisammitaija
eema･MffSISI ls6 ikukaikanka ls7 dareijaikuoka lss naij ja lsg darekalja
190 dokkarii lgl itsuka lg2 joinkana: lg3 dareijajarumoljkag
194 jarankotoijaarumopka lgs kuruntekall>,kurulj jatte9
waNifil 2o6 morota 2o7 kure 2os jatta 2og jattaka
6LNS'PiSII;l 241 o:kipisumapkotodesuna:

651541 amRMIB Pasze#eqpten
ditrEilr'rw± :t ･geii:iSXIfi 147 okijaljse 14s okijog,okintoakaljjanaika

149 akejaijse lso akejotoju:taraakejo lsl ikaijsuna ls2 ikuna,
ittaraakaN ls3 ittaraakanze ls4 XikankerjanaraNeeXll,ikannaraNst
wtsu'su4SgEfi 15s ikuij ja ls6 waSiljaikuijja ls7 anohananokireinakotog,

anohananoe:koto
kN･2enftIE･itiE:)iilZiEfil lss ikotoomoteruiil; lsg ikumai 16o iko:ze,ikomaika$

161 ikitaina: 162 ikito:tenaraN 163 ikitonai 164 ittemoraitai
va'jfee/",･likFma 16s ikujaro: 166 ikaij jaro: 167 ikuij jaro:
168 ittajaro: 169 ittaij jaro: 17o tabuNamejaro: ln diuriso:ja
172 josaso:ja 173 bjo:kirafi: 174 amejaso:ja 17s takaiso:ja
176 itaso:ja 177 thuzisannojo:ja,diuzisammitainast
eean･stEl}iSiSl ls6 jukukajukapka ls7 dareljajukunka lss nalj ja
189 darekaija lgo dokkapi lgl itsuka lg2 joinokana:,e:nkana:T
193 dareijasurumoljka lg4 jaraljkotoijaarumoljka lgs kurulj jato
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授受裁見

206mo「ota

207

ku「e

208

jatta

209

jattaka

あいさつ表現2410：kiJli

651579

岐阜県不破郡関ケ原町野上

命令・禁止・義務表現147オィハヨォキョヨ148オイハヨオキンカ149マドアケテクレンカヤ
150ハヨマト9アケンカイ

151イクナヨ

152イクナ

153イッテワアカン

154イカンナラン

強調・詠嘆表現155イク，イクサ156オレヵ・イクヵ・ヤ157アノノ、ナゥックシイゾ

意思・勧誘・希望表現158イッテコトォモゥヵ。ナー159イヵンゾ
162イキトテト

ウモナラン

163イキトナイ

160イコカヤ161イッテキタイナー

164イ・リテモライタイナア

推量・様態・伝聞表現165×イキヨルヤロー166イキヨラヘンヤロナー167×イキヨルヤロナー
168

×イキヨッタヤロナー

プリンウシ

ヤ言秀古

176イタケ9ナ

169イキョッタノヤロナー

172ヨサソウシ9ヤ

170オオカタアメヤロナー

173ビョウキライシ

171プリソウヤ，

174アメヤケ9ナ

175タカイケ9ナ

177フジサンノヨウや

疑問・反語表現186イクカイカンカ187タ・レカ・イクカ188ナンジヤ189ダレカ190ト
191イツカ

192エェノカナー

搬表i現206モロタ

207クレ

193タ9レカ。ヤルイ

208ヤッタ

194ヤランコトカ。アルモンカ

ッカニ

195クル

209ヤッタカ

あいさつ表現241エレェシンハ。イヵヶタナー

651613

岐阜県揖斐郡揖斐川四七間町

命令・禁止・義務表現147ハヨォキョヨ148ハヨオキンカ149スマンケト
150ハヨアケンカ

151イカンホウカ。エェナ

アケテクレンカヤ

152イッテァカンカ。ヤ，イクナ

153イッテワアカン

154イカンナラン

強調・詠嘆表現155イクヨ156オレヵ。イクンシ

ヤ157コリャェエハナジャナー

意思・勧誘・希望表現158イコゥトォモットル15gイヵン160イコマイヵ161イキテェーナー
162イキトテカナワン

163イキトネェ

164イッテモライテエ

推量・様態・伝聞表現165イクジャロ166イヵンジャロー167イクンジャロ168イッタヅヤロ
169イッタンシ9ヤロ
173ヒ

170タイテイアメシ。ヤロウ

ヨウキラシイ

オ・リタケ。ナ

174アメシ9ヤケ9ナ

177フシ9サンノヨウシ

171ブリソウシ9ヤ

175タカイソウシ

172

×エエラシイナ

ヤ，タカイケ◎ナ

176オッタソウシ

ヤ，

ヤナー

疑問・反語表現186イクヵイヵンヵ187ダレヵ・イクヵ多，ダレヵ・イクンヵ少誘188ナンジャ
189タ

レソ9カ0

190

193タ9レカ。ヤルモンケェ

授受表現

206モラツタ

ト9ッカニ

191イツシ9ヤシラン

194ヤランコトカ。アルモンカ

207ケ月ンケェ

208ヤツタ

あいさつ表現241ホリャドウモスンマセン，キノト

651735

209

192エエノケェーナー

195クルンケェー，クルノケエー

×ヤツトイタケエ

クシマシタナー

岐阜県各務原市下下

命令・禁止・義務表現147ma：haj。。kins㌶j。148
14g

sokonomadoakens鎗：no考幽150

haj。・kij。

hajomadoakejo

151

（sott∫i）itteakan，

（・。tt∫i・）itt・ak・n・。，（・・tt∫i・）ikun・」。・k・N・k・M52

sott∫i：itteakaNakaN，sott∫i：ikuna誘疑注153
154

ittewaakaN

ikannaraN

早言周・詠1嘆裁見

157

akaNakaN，

155

iku，ikuwana：，ikuzo言秀

156

anohananokire：漁akoto

一459一

0re苓】aikuηa∋：，oreηaikuzo

意思・勧誘・希望表現158ik・：t。。m・tt∫。ru
ikam田：ka
164

161

ikit㊤ma・162

15g

ikjaheN注160

ikit・t・∫。mお：163

ik。m鑑ka多，

ikit・・nε：

ittemor麓：t鵠：

推量・様態・伝聞表現165iku3ara：，ikujara：新166
167ik・・3・・a・，ik・・」・・a・新168
itt・・」・・a・新170

ikan3ara：，ikaNjara：新

itt・…a・，itt・」・・a・新16g

ittan3a「a：・

t・b…m・3・・a・，t・b…m・」・・a・新171φ・・i・。：3a，

φuris。：ja新172」。sas・：3a，」・saso：ja新173

amejaso：ja新175

bj。：kira∫i：174

ame3aso：3a・

tak鍬so：3a，takお：so：ja新1760ttaηena

177側3i・ammit2・3・，側3i島・mmit鵠・」・新

疑問・反語表現186ikukaikaηka
18g

da：zo

192

je：nokana：

195

闘争見

190

187

dareηaikuka

dokkaJli，dokozokanzoJli誘
193

dareNjary：注

194

188

191

nan3a，nan3ai注

itsu3a∫i「aN

jarankoto】gaarasuka，t∫a漁toja「uzo

kLuruna

206

moratta

207

ku竃ro

208

jatta

209

jattaka

あいさつ表現2410：kiJ、i

651909

岐阜県中津川市駒場西山

命令・禁止・義務表現147マァオキン心門148ハヨオキナアカン149マト

オアケテクレ

150オイマト．オアケレ151イクナヨ152イッチャイカン153イッチャイカン注，イッチヤアカソ注
154イカニャナラン

強調・詠嘆表現155イク156オレカ。イクヨ157アノハナキレイヤナー
意思・勧誘・希望表現158イコゥトォモットル159イヵン160イコマイカ161イキタイナア
162イキトウテシヤナイ

163イキタイコタァナイ

164イッテモライタイ

推量・様態・伝聞表現165×イヵッセルラー166イヵンラー，イヵッセンラー誘上167イクラー，
イ加セルラー誘上168イッタラー169イツタラー170タイテイアメヤラー171プリソウヤ
172ヨサソウヤ

173ヒ9ヨウキラシイ

174アメヤソウヤ

175タカイソウヤ

176イタソウヤ

177フシ9サンノヨウや

疑間・反語表i現186イクカイカンカ187タ
190

ト9ッカニ

191イツカ

レカ。イクカ188ナンジヤ，ナンヤ189ダレカ

192エェノカナー

193ダレカ。ヤルモンカ

194ヤランコトカ。アルモンカ

195タルトカー

授受表現206モラッタ207クレ，クリョ誘古少208ヤッタ209ヤッタカ，ヤッタカヨ
あいさつ表現241アリカ。トウゴがイマス注，スマンノウ注，スマソナー・注

651990

岐阜県瑞浪市稲津町小里

命令・禁止・義務表現147ハヨォキョヨ148男眉ォキンヵ149アケテクレンカ150ノ、ヨアキョ
151イクトアカンソ9

152コラーイクナ

強調・詠嘆表現155イクワ156オレイクゾ

153イッテワイカンソ9

意思・勧誘・希望表現158イカストオモットル159イカンゾ
162イキトテカンカナイ

163イキタナイ

154イカンナラン

157ウックシイハナヤナー
160イカンカ161イキタイナア

164イッテマータイ

推量・様態・伝聞表現165イクヤラー166イヵヘンゾー167イクヤラー168イッタヤラー
169日目タヤラー

170ターカ9イアメヤラー

171ブリソウヤ

172

×エェソ

173ヒ9ヨウキラシイ

174アメヤチッタゾ，×アメヤゾチュウゾヨ参175タカイゲナゾ176オッタケ◎ナ
177フヅサンノヨウヤ，フジサンノヨウナナ参

一460一

eema･NiiSltlfl 186 tehthtzh 187 e"VheIOh 188 ttzV 189 e"Vh 190 F":)ij=Sl>,

5"vh=tw 191 XtvA"tz 192 xxhlt‑‑ 193 S"VhOVjVh 194
195 0)M

JPv;t:FhO rJVE)th

}eepttiilafi 2o6 esve 2o7 evg 2os vvy 2og vvph

asuSoESI 24i ntztv,ywvfxwt‑

65212O figtsmaM7MHT3TH
fi4}.;t;dit .ma 147 hajo:okinajo 14s hajo:okiokaina 14g hajoakete:na
150 hajo:akenkaina lsl ittaraakande:st ls2 ittaraakangana
153 ittaraakaN ls4 ikannaraN
whss.blgSeiSiffl lss iku ls6 watigaikuNjagana ls7 joihanajana:,

kire:nahanajana:st
kl･tm.tgiSaifi lss iko:omotoru lsg iko:omotoraheN 16o ikokai
161 ikitaina: 162 ikito:teSijanai 163 ikitanai

164 ×ittokuretenaikana:,ittemoraitatna:

EPIftEk.twS.fikeaiRJifi! 16s ikujaro: 166 ikaNjaro:na: 167 xitteNjaro:

168 ittajarona: 169 ittajaro:,ittaNjaro: 170 taigaiamejaro:
ln ×diuttekuruze:,diuriso:na 172 xjoide,xjoijo:nade211
173 bjo:kinojo:nana:,waruirati: 174 ameraSi:de 17s takaijo:nade:
176 ottaso:nade 177 thu3isaNmitajo:nana:
ntRdi.NiiSSiSl ls6 ikukaikahenka ls7 daregaikuka lss naN3aina
189 darezo:ga lgO dokozoni lgl itsujattaka lg2 joipparoka
193 daregasuruN3aija,daregajaruN3aija lg4 jattemiru,
jarrenkotoarukai,jarerugana lgs kijoruN3atte
}wtt2/iStEl 2o6 morota,xkuretSattaNjatr,xkurettattaN3ata! 2o7 okure:na
208 jatta 209 jattSattanka,jatttattaka
zaUNS' )iEEfiS 241 o:kini,summahenna:o:kinist
652194 fig5JNVSE}i##ISIXEpt"!il$nM
di7<t.Zatlt .eSizzZSI 147 hajo:ok!tekinasai 14s hajo:okinaina:

14g sonomadooaketenka,sonomadooaketerna lso hajo:akete:na:
151 lttaraakande ls2 ittaraakahenpana ls3 ittaraakande
154 ikannaran
wtsc'ax4SZI$l 155 ikuwa ls6 waripaikuwa ls7 anohanautsukuSi:na:
kN.2EbkiS.RgiEEII lss iko:toomo:toru lsg ikahenwa,ikantokost
160 ikokaljai 161 ikitaina: 162 ikito:tekananwa: 163 ikito:naina:
164 ittemoraitai
ma.)FSI!ZS.fi:Fma 16s Xtkujaro:kai 166 ikahen jaro:na: 167 ikunojaro
16s ittajaro:na: 16g itan jaro:na: 17o tabun amejaro:na:21i,
Xtaite:diurujarona: ln thuriso:ja 172 josaso:ja 173 bjo:kiraSi:
174 ×ameljadiuriso:jana:,amerati:na: 17s takairaSi: 176 itaraSi:
177 diu3isanmitajo:ja
eeIldi.NESSiSl ls6 ikukaikahenka ls7 dareoaikunoja lss han ja
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189 darekaoa,darezo lgo dokozoni lgl itsujara lg2 joinojaro:ka
193 dareoajarumonka lg4 kittojaru{},jaraideka,kanarazujaruwa

195 kurunonka
t{iEptlltilViSl 2o6 morota 2o7 kurejai,kurenko 2os jatta 2og jattaka

6Vgoiikgl 241 o:kini,sunmahenna:
652232 ]ilasregt38MaseeLlaEV'EilirLLpftR
tflit!it･;i;IUht ･SilSilg!$l 147 hajo'okija 14s oklja?El! 14g madoakeja lso akenkai

151 (sottti)ikuinajo,ikaNtoki,ikaNtoke ls2 ikuajanai ls3 ittewaikaN,
ittewaakarg{} ls4 ikaNnaN
deft'dvma 155 ikur 156 waSinaikurnoja ls7 anohanauatsuakurti:na:
kK.tm･nt$igSifi lss ikotoomotorui lsg ikaN 16o iko:janaika
161 ikitaina: 162 ikito:tetamaraN,ikitotekanaNtw 163 ikito:nai
164 ittemoraitai
?EES･JISI!lgl.tikFt±EJII 16s ikuijaro: 166 jappariikaNjaro: 167 ikutnojaro:t}

168 ittajaro: 169 ittajaro: 170 jappariamejaro: 171 diuariso:na
172 josaso:na 173 bjo:kirati: 174 amejaso:na 17s takaiso:na
176 itaso:ja,itaso:natw 177 diuld3isaNnojo:na
eema･!SZiiSS2]fi ls6 ikurkaikaljka ls7 dareoaikurja lss nanija lsg daredo

lgo dokozoni,xdokodonifiee lgl itsurja lg2 joijaroka211
193 dareoasurruamopka lg4 jarankotoaruakai,jaraidekaiss
195 kvarurnojarokana:?l,kwrurnojaroka
WiSgSl 206 moro:ta 2o7 kuire 2os jatta 2og jattaka
6VS' )reil 241 o:krni

652289 S(eBneikgRMasS(keq!liiE
tfatflr.tXt[k･gema 147 mo:okijo 14s hajo:okintakanZli 14g madoaketokejo
lso hajoaketoke lsl itaraakandejo ls2 itaraakan ls3 itaraakan
154 ikannanneja
dess･bl4geliitSl lss iku ls6 oregaikuneja ls7 anohanautsukulina:
kg･gblkiE.e¥iliSl lss iko:toomotonneja,iko:toomotonnoja lsg ikagin
160 ikoka:,ikokaiec 161 ikitaina: 162 ikitotekananna:
163 ikitaikotonai 164 itehoti:na:
iPEES･me.tliiFjljtlil 16s ikujaro 166 ikagin jaro 167 ikun'jaro:
168 itajaro:st 169 itaNjaro: 170 taigaiamejaro: 171 diuriso:ja
172 josaso:jana: 173 bjo:kiraSt: 174 amejaso:nana: 17s takaiso:na,
takaigenafa 176 ottaso:na,ottagena{} 177 diu3isanmitaina
ftIERdi.ISZiiEiStlfl ls6 ikukaikagiljka ls7 daregaikuka lss nanija lsg darekaga,

darezoga lgo dokozoni lgl itsujattaina lg2 e:nokalna:
193 daregasurumonka lg4 nandemokandemosennaakaN,
nandernokandemojaraideka lgs kurunejate=
eeiltl$l 2o6 morota 2o7 gure?Ell 2os jatta 2og jattaka
zaUNS' )iiveigl 241 o:kini
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6523s7 lmeS)PRwa5asFueseq*F‑"
ditriilr･ajilntt ･rm 147 okinasaija‑lt,hajookijo: 14s joikaljenpiokinkai

149 madooake: lso hajoakeoka lsl ikunajo ls2 ikkotonaraNg,
ittaraikaN ls3 lttaraikaN ls4 ikananaraN
whsc'drqgefiSllfl lss ikujoil; ls6 watiljaikuJia ls7 nantoutsukufihanajana:

kZ.kbftli.n$iStgl lss ikotoomoteru lsg ikumai 16o ikokaina:
161 ikitaina: 162 ikitotekanaN 163 ikito:nai 164 itemora!tai
IPES･Jl{llfiS.fikrwiStlfl 16s ikujaro: 166 ikalj jaro: 167 ikuparo: 16s ittajaro:

169 ittanJlaro: 170 o:kataamejaro: 171 diuriso:ja 172 josaso:ja
173 bjo:kirafi: 174 amejaso:ja 17s takaiso:ja 176 itaso:ja
177 diU3isannojo:ja,thu3tsammitaijana:
fiIFS.stliSStSl ls6 ikukaikanka ls7 dareijaikujara lss nalj ja lsg darekalja
190 dokkapi lgl itsukag,itsujarafa lg2 e:nokana:
193 dareijajarukaina lg4 jarankotoljaarumooka,jaraidekafa
195 kurunojate:
}ee'!i2iStlfl 2o6 morota 2o7 kure 2os jatta 2og jattaka

6bS')iSilfl 241 ariijatosanpi

652467 2uaEIPtuntLltma$wr
tfitrEi).;tlsikt .iEimefi 147 okijo:jo:,okinaakaljjo:,okinaakanze: 14s okijo:ig

14g madooakeija:,madooaketetJo:dailt lso hajo:akejo: lsl ittaraakaN
152 ikuna:g 153 ittewaakaN ls4 ikanaakaN
wtde'drq%eSl 155 ikug ls6 waSinaikuijja ls7 anohanawautsukufi:na:g
IEIkM･ZEbkig･ntgili51 lss ikotoomoteru lsg ikumaigil#.ta!,ikomaitw 16o iko:
161 ikitaina: 162 ikito:tetamaraN,ikitotekanaNss 163 ikito:nai
164 ittehoSi:
lfES.)kll!Z5･dlXnviSgSl 16s ikujaro: 166 ikaij jaro: 167 ikunojaro:

168 ittajaro: 169 ittalj jaro: 17o tabuNamejaro: 171 thuriso:ja
172 josaso:ja 173 bjo:kirati:g 174 amejaso:ja 17s takaiso:ja
176 itaSo:ja 177 thu3isannojo:ja#.,diu3isammitaijast
jeifdi.!SZIiSRJfi ls6 ikukaikanka ls7 darepaikuka lss nalj ja lsg darekana

lgo dokkani lgl itsukag lg2 joinokana: lg3 darenajarumooka
194 jaraokotonaarumonka 'lgs kurulj jatte:
teepteilglfl 2o6 morota 2o7 kure 2os jatta 2og jattaka

asUSOiSiSl 241 o:kinitt,arinato:‑lt

'

652598 Eg#!Elfi#aseeMerpm
di<t･;!IMt .Iesljuelfl 147 okinaakandzo,okijoijo 14s hajookijo
14g sotooaketarai:dzo21E lso hajoakejo lsl ikvanajo ls2 ikurna

153 ittaraakandzo ls4 ikanaakandena
whsu.bl4geikffl lss ikruwano ls6 oreikurwano ls7 anohanakiceiJiisaitanai;:7/21!

kg.EbYE.ntgiSiM lss ikotoomottorut lsg ikaN 16o ikeie 161 ikitaena:
162 ikitotetamaranwa 163 ikitonai 164 ittemocaitai
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挫量・様態・伝聞表現165×ik田kam・∫ireN，ik田d3afo

166

ikandz。，ikaM3afo

167 ikuld3afo 168 ittad3afo：na 16g ittad3afo：na
170。・k・taam・d3・・。n・・171幡i・。・d3・n・172×・・d3…n・・，×e：d3a

173bjo：kid3afona：

174

amed3aso：na

175

。

takaifa∫i：na，takaiso：na

176。tt・…d3・177側d3i・ammit・i」・n・誘注

疑問・反語表現1861k戯aikaqka
190dokkaJli

191

dafejafule

its曲ka

187
192

dafeηaik嘘a
e：kaina

193

188

nand3ai

189

dafeka

dafeηajafu竃e，dafeXjajafu夏moと〕ka・

194

jafanaikotoηaa川moOka注，jafaηkotoqaafwkai

207

kulfe聖ka

195k町田te：注

授受表i現206mofota

208

jatta

209

jattaka，jatta注

あいさつ表現241a：kofewado：modo：mos曲mmaseN

652655

岐阜県海津郡平田町今尾船渡
150ハヨアケンカ

命令・禁止・義務表現147オキヨヨ148ハヨオキンカ149チョツトマドアケテクレ
151イクナ

152

ト9ウシ9ヤ

153イッテアカン

154イカンナラン
157コリャウツクシイハナヤナ

強調・詠嘆表現155イキャージャ156オレヵ。イクヵ。ヤ

160イケヤイ多，イコカナ少

意思・勧誘・希望表現158イコトオモットル159イコケエ
161イキテェーナー

162イキタテカナワン

164イッテモライテェー

163イキタナイ

167イクシ9ヤロ

推量・様態・伝聞表現165×イクゾヨ166イヶヘンゾ
169イッタシ9ヤロ
173

170

171プリンウシ9ヤ

×テェーケ。湖上アメフリシ9ヤロ

ヒ9ヨウキシ9ヤネェカ

174アメシ

168イッタシ9ヤロ
172

×エェソ9

175タケェァーラシイゾ少注，タケェァーケ。ナ

ヤケ。ナソや

177フジサンノヨウヤ，フジサンテェァーナモンジや注，

登第176オツタケ。ナ

フシ9サンミテェァーシ9ヤ注

騨1・反日雲表i現

186イクカイカンカ

187タ

L

繊現

206モラツタ

あいさつ表現241キノト

652720

194ヤラントオロケェ，チャントヤルワイ

207クレ

208ヤツタ

ヤ

189タ

レソ

192エェカナー193ダレカ・ヤルヅヤイ多，

190ト・コソ・二多，ドツカニ少191イツヤラ
ダレヵ。ヤルイ練紅

188ナンシ

カ。イクヤラ

195クルー」

209ヤ・リタカ，クワシタカ

クシマシタ，アリカ。トウゴサ

イマシタ

愛知県尾西市三条小字古川

命令・禁止・義務表現147ma：。kijoj・：，・kja：」・148 ma：e：kaOenni。kij。：
14g mado：akeja：jo： 150 akejojo：，aketekurenkaja，aketekure誘，

aketekurjo：誘，aketekure誘，aketekuro：誘151

1kud3ane飢注153

itt∫aikaN，ittekaN

154

ikja：suna

152

itteikaN，

ikannaraN，ikad3anaraN誘少

強調・詠嘆表現155ikusa：，ikud3。」。：，ikut。te誘注156・「eikuj。：，o「閃alkuj。：

157korewakire：nahanad3anamo：
意思・勧誘・希望表現158juk。：t・m。tt・ru，ik。：t。m・tt。ru

160ikomj田：ka，ikomaika，ikja：senka注161

162
164

ikitakutetamaraN，ikitatetamaraN

163

159

ikamai

iki機：na：

ikitakunai，ikitan田：

ittemo「鴇：t｛2：

推量・様態・伝聞表現165×ikja：sud3ar・：16＄ikja：send3ar・：，ikassend3a「。：
167

ikundaro：，×ikja：sud3aro：

16g

ikja：∫itad3ar。：170

168

×ikja：∫itad3a「o：

amed3ar・：，amedar・：，amejar。：少
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171 diuriso:d3a,diuriso:dast 172 josaso:d3a 173 bjo:kirafi:
174 amed3aso:d3a,amed3aoena 17s takee:nena 176 ottanena
177 ￠ud3isammitae:d3a
jelRdi.NiiEiliM ls6 ikukaikanka ls7 darenaiku,darenaikud3ast,

darepaikud3aka lss nand3a:a lsg darekana lgo dokkani 191 itsuka
lg2 e:kza:na: lg3 darenajarumonka,darenajarasukathL!> lg4 NR
195 kuruka:
]eept2iliifi 2o6 moratta 2o7 kure: 2os jatta 2og jattaka

MVS')iSiEn 241 konnakotofitemoratteikannjaimo

652795 ptankZtsSrEfEgareEff[r
fiii}.;rr!gtsth.ma 147 okija:jo 14s okinjaikaN,
Xhajookintookkasannifikararerudze 14g akenja:ikapnja:,akeja:,

Xhajo:mado:akeja:jome lso hajoakenja:akandanaika,
hajoakenja:ikand3anaika lsl ittekandze ls2 sonnaho:eitteikanwa:
153 itteikanwa: ls4 ikannarandejo:
desu･skngeiSXlfl lss ikuwa:,ikutotent ls6 waSipaikuoja: ls7 kire:danamo,
utsukuti:hanapasaitanamo
kki.eelg.itSiSen lss iko:temottoru,ikotomottorusc lsg ikeseN,ikasuka:
160 ikomja:ka 161 ikitee:na: 162 ikitateikitate,ikitatetamaransk
163 ikitanee: 164 ittemoree:tee:na:
lffIS･)tskf/",.fuma$tSl 16s ikudaro:F,×ikasserudaro:‑lt 166 ikandaro:F,
ikassendaro:k 167 ikundaro:,×ikja:sudaro:‑lt,×ikasserudaro:‑ltEiS

16s ittaro:,×ikaritaro:,ittadaro: 16g ittandaro:,ikaSitandaro:L

17o tabun amedaro: 171 diuriso:da 172 josaso:da,jokariso:da{!>EiSta1

173 bjo:kirati: 174 amedanena 17s takaioenana:,takaidanena
176 ottanenaXlll,XoraSiteenaZII2 177 diud3isammitee:naZl!

eeIIS.ma ls6 ikukaikanka ls7 darenaikuka lss nanda: lsg darekapa
19o dokkani lgl itsuka lg2 e:kja:mo lg3 darenajarumonka
194 jarantoorasuka lgs kurukee:mo
IlktEiSilfi 2o6 moratta 2o7 tto:',kure:,kurenka,tto:dee:‑lt 2os jatta

209 jattakee:
toUS')iSZIfi[ 241 do:mokekko:naSinaoitadaitearinato:godzaimaJita
652852 njfll.PIRfigeniilEi2S$USffO‑

fa4tr.nt!!ts .gESSS2Sl 147 okirejo 14s okjagare,okirjagarest 14g aketekurenka

lso madaakjagaranka,hajoakejo,hajeakerejoss lsl ikuna ls2 ikuna
153 ittfaakaN,ittfaikaN ls4 ikanaikaN,ikanaakaNst
vasc.sugSliSXlfl lss ikujo,ikusa ls6 oregaiku3a ls7 anohana:utsukuti:njamo

kl･tm.RSiSilifil lss ikotomottoru lsg ikaN,ikamaitomo: 16o ikomai,
ikomjee: 161 ikitjee:na: 162 ikitatetamaraN 163 ikitanai
164 ittemorjee:tjee:
va.ieefiS.,･fikmaiSgEijl 16s iku3ara: 166 ikan3ara: 167 iku3ara:
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168 Xittaro:ka 169 itta3ara: 17o ame3ara: 171 diuriso:da
172 josaso:3a,jokariso:3a 173 bjo:kirafi: 174 ame3agena
175 takjee:gena 176 ottagena 177 thu3isammitajo:na,diu3isannojo:na
tcIEFdi'M/EiltSl ls6 ikukaikanka ls7 daregaikuka,daregaiku,daregaiku3aka
188 nan3a lsg darekaga lgo dokkani lgl itsujara lg2 e:kjee:na:
lg3 daregajaru,daregajarumookjee:na:,daregajarumon3a
lg4 jaraokotoganee:,jaraljkotoganjee: lgs kuru:=
}{iEptlleiREgl 2o6 moratta 2o7 kure 2os jatta 2og jattaka

6U6'Pileifil 241 fimpaikaketedo:mosummaseN

653001 raiva*ltas*LEg'a!irp
ffir<}'igh{tlh'geiiSZSi 147 hajo:okiNka2iE1,hajo:okijoZli2 14s hajo:okiNka,

hajo:oki:?tE 14g madoakejo lso madoakeNkal}ll,madoake:Zll2
151 ikaNtoke ls2 ikuna ls3 ittaraakaN ls4 ikanaakaN
desc'ax4%iJfi 155 juku 156 waSigajuku ls7 anohanawakire:jana:
ieka･enftlk･tSiSX!El lss iko:toomo:toru lsg ikomai 16o tko:kai
161 ikitaina: 162 ikito:teto:nanai,ikito:telo:nal{IiF 163 iki:to:nai
164 ittemoraitai
iPEEg.ew.e,･likFtfiil2iEE 16s ikujaro: 166 ikaheNjaro: 167 ikujaro:

168 ittajaro: 169 tttaNjaro: 170 taigaiamejaro: ln diuriso:jana:
172 josaso:jana: 173 bjo:kirafi: 174 amejaso:na 17s takaiso:jana:
176 itaso:jana: 177 thud3isaNnojo:ja
muIS･!SZiEilt51 ls6 ikukaikaNka ls7 daregaikuka lss naNja lsg darezoga
190 dokokani lgl itsuja lg2 i:Nkana lg3 daregajarumoNka
194 jaraNkotoarukai lgs kuruNka
fipeptiiSiSl 2o6 moro:ta 2o7 kure 2os jatta 2og jattakaZlil,jattakoJij21E2

thVS' )iSZISI 241 arigatoll!1,o:kini9tll2,o:kiNfa}ll2

653161 ptRewEasmaLLIEITHg
fa4t.nt!t ･scma 147 hajo:okija 14s hajo:okijo 14g madoakeja
150 hajoakejo lsl ikantokija ls2 ikantoke ls3 ikinaja,ittaraikande
154 ikannaraN
assu･sk4gEijStEijl lss ikude ls6 warinaikuNja ls7 anohanakire:jana:
=J{esS

le.eeig.RgiS2iin lss iko:omotoru lsg ikaN,ikaheN$ 16o iko:kai
161 ikitaina: 162 ikito:tetamaraN 163 ikito:nai 164 ittehofi:

IPEkS.Jlik!9S,.fileaiESI 16s ikujaro: 166 ikaheNjaro: 167 ikuNjaro:921i,

ikupd3aro:'ilftkl 16s ittajaro:21,xitattajaroSLtli 16g ittaNjaro:
17o o:kataamejaro: ln ￠uriso:jaXll,diuriso:nass,×diuttekiso:na$

172 Xjotjaro: 173 bjo:kirati:,bjo:klnojo:na$ 174 amejaso:na
175 takatso:na 176 itaso:na,ottaso:naE9 ZS: 177 diud3isaNmitaina
reERdi･Iftl"iklglfln ls6ikukaikanka,ikukaikahepka6ls7darenaikuka,
darenaikujaraa lss naJi3e,naNja:‑2!" lsg daredo lgo dokodopi
191 itsuka,itsujast lg2 joiNjaroka lg3 darenajarumonka,
466

darenajarumoljkai$ lg4 jaraideka lgs kurunkaina,kurutekant
leepte2SllSl 2o6 moro:ta 2o7 kure 2os jatta 2og jattaka

asVNS')iSiSl 241 arinato:,o:kipiS,o:kipiaripato:$
6532sl m‑L'itsR3Eif}##ISITVNil]1rta[i)I{uaJNIietsi

faek.#th･eeiljSSgSl 147 hajo:oki: 14s hajo:oki:Xli 14g tooakete

150 hajo:ake: lsl ittaraikan ls2 ittaraakan,ikuna$ ls3 ittaraakan
154 ikannaran
desu'zzI!Sg51 lss ikuwa ls6 orenaikuwatll,waripaikuwa
157 konohanautsukuJi:na:
kM･kbftiE.ntYiSgll lss iko:toomo:toru lsg ikahenwa,ikantokost
16o ikahenka,iko:ka,iko:japt 161 ikitaina: 162 ikito:tekananna:Sl!>
163 ikitakunaiwa 164 ittemoraitai
?kij.JISIflS.･tikasillSl 16s ikujaro: 166 ikahen jaro: 167 xikahannojaro:,

ikunojaro: 16s Xikahattajaro:,ittajaro:st 16g ittan jaro:
17o kittoamejaro:g 171 ×diuttekurude:,diuriso:jana:es 172 josaso:ja
dv 173 guaioawaruso:jana:tai 174 amejaso:nana: 17s takaiso:na
'
176 Ottaso:na 177 thu3isanmitaina
eema.NSklilfi ls6 ikukaikahenka ls7 darenaikuka lss naNja lsg dareka,
darezost lgo dokozoni lgl maeni,itsujaraS lg2 e:nejarokatr,
e:nonkaina lg3 darenajarumonka lg4 kittojarujaro lgs kurunoka,

kurunonkast
ma 206 morota 207 kureja 2os jattaNja 2og jattaka
asVNS' )iSgfi 241 o:kSnisummahenna:
653361 MgtsRifSiigtsrEf2ki‑È‑<uresew)kFwr

ditriilr･ajitdi.eeiljeelfl 147 hajakuokijo 14s hajakuoktokae 14g madooakejo

150 hajoakeokae lsl ikunajoJ ls2 ikunajo,ittaraakanzo
153 ittaraakanzo,ittaraakando ls4 ikannarankara
tasu'skt!SZSI 15s ikujo,ikuzo ls6 oregaikuNjanaika
157 anohanautsukuSi:hanajana:
kZ.EbklE･ngiRSt lss iko:toomottenne: lsg ikande: 16o iko:janaika
161 ikitaina: 162 ikitotetamaranna: 163 ikitonaiwa 164 ittehoSi:na:
ma'ww.tikFifiiSZZfi 16s ikunotottigauka 166 ikahennotfigauka
167 ikunototSigauka 16s ittanototSigauka 16g ittanototSigauka
170 o:kataametotrigauka 171 ×diurijonnototSigauka,
×diurijorunotottigauka,diuriso:nana: 172 Xe:notottigauka
173 bjo:kitotSigauka y4 Xamejana: 17s takaiteju:teruna:
176 itaSO:na 177 thu3isannojo:jana:
SelYFS.!SZIikSiGl ls6 ikukaikapka,ikukaikagipka ls7 daregaikuka lss nanija
lsg darekaga lgo dokkani lgl itsuka lg2 e:nokana:
lg3 daregasuruneja lg4 jarerujanaikaul1,jareruwa211 lgs kurunoka
}eeltlESglfl 2o6 morota 2o7 kurehenke 2os jatta 2og jattake
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toUNS' )ikSl 241 o:kinisummaheNna:

653467 wwretsenvatsEIIIrWJi[tu
ff}itSi?･Zidit ･XS}iSXSI 147 hajo:okina: 14s hajo:okijo: 14g aketenka

150 hajo:akejo: lsl ittaraakaN ls2 ikuna ls3 ittaraikaN
154 ikannaraNst
tssc･drg%llfl 155 juku ls6 waJiljaikunoja ls7 anohanawautsukufi:na:#?E}l
kEtE:I･gMkii･egiSZ51 lss ikotoomoteru lsg ikanzo: 16o xiko:na:ee,ikomaika
st 161 ikitaina: 162 ikito:tetamaraN,ikito:tekanaN 163 ikito:nal

164 ittemoraitai
ireEEK･JBIf9S,･fikmaiSglifi 16s ikujaro: 166 ikalj jare: 167 ikulj jaro:

168 ittajaro: 169 ittanojaro: 170 tabulj amejaro: 171 thuriso:ja
172 josaso:ja 173 bjo:kirafi: 174 amejaso:ja 17s takaiso:ja
176 itaSO:ja 177 diu3isannojo:ja
eema･ISZEftiltSl ls6 ikukaikanka ls7 dareijaikuka lss nalj ja lsg darekalja
190 dokkani lgl itsuka lg2 joinokanat}i lg3 dareljajarumonka

194 jarankotoijaarumonka lgs kurunoka,kuruij jatteS
ieaptgeas 206 moro:ta 2o7 kure 2os jatta 2og jattaka

6vS･)iliSl 241 o:kini
653618 ptanvatagts#5{EEEgr{EEEStltts

fùk'#th.iesiffIVifi1 147 okitara:,okija:jont 14s okijo,okinaakandzo
14g akena:ikandzo,akeja:jok,iSII lso akejo lsl xokeja:llll,Xokja:se
?iE2,ikja:suna ls2 ikuna ls3 itteikan ls4 ikana:lkan
ffsc.blggErefi lss ikudawasa:,ikuwasa:,ikuwasa,ikutotestI!>

156 oreBaikudanaja ls7 anohanawakire:danamo
kg'tm.itgiStEII lss iketomottoruoa lsg ikarnjai,ikamjeei,ikamee:
16o ikemaika,ikomai,ikomee:,ittemoraenkee:na 161 ikitee:na:Xli
162 ikitatetamaraN 163 ikitakunai,ikitanee: 164 ittemorm:tee:,
ittemoraitai
?EEirt.IilRFS.IIEPigiS2Sl 16s ikudaro: 166 ikandaro:,ikesendaro: 167 ikundaro:

fa,ikunodaro:$L!> 16s ittadaro: 16g ittandaro:,ittanodaro:
170 tabuNamedaro:,XtabuNamedawana: 171 thuriso:da 172 josaso:da
173 bjo:kiratt: 174 amedanena,XamenadiuruoenaN> 17s takainena
176 ottaljena 177 diud3isannojo:da,thud3isanninltajo:da
fiFul'ISZiiSVifi 186 ikukaikanka ls7 darenaikudaka,darenaikuka,dareljaikuS
188 nanda:,nani: lsg daredzo lgo dokodzoni lgl itsudzo lg2 e:kana:
lg3 darepajarumonka lg4 jarudaro:naja lgs kurunoka
tee2iSiSl 2o6 moratta 2o7 tto:se,tto: 2os jatta 2og jatta
il6VllS')iSVII 241 e:mono:tfo:daifite,×o:kiniE"9EZII
653842 pt5alvaX}nasgZSHtsffl]Fnl.2rE;E;titglsc2S

de<).'rdM' .XS$tEE 147 okirasse 14s okiljka: 14g akerasse,aketekurenkana:
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150 aketokja:e:dzo:,akenka: lsl ittSaakandzo
152 ittta:akan3a:nee:ka,ikunaS ls3 ittfa:akan3a:nee:ka,ikunast

154 ikannaraN ･

dess.blggEiSYfi lss ikusa: ls6 horja:oregaikugaja:

157 anohana:utsukuti:na:
kl'eeig･nStiiEtSii lss tko:tomottoru lsg ikja:giN 16o ikomjee:
161 ikitjee:na: 162 ikitateSo:ganee: 163 ikitanjee:na:,ikitakaarasuka
164 ittemorjee:tjee:
neijl'iSge",.fikPtSil2Sl 16s ikudara: 166 ikandara: 167 ikunodara:

168 ittadara: 16g ittanodara: 17o amedara: 171 ￠uriso:da
172 josaso:da,e:jo:da u3 bjo:kirari: 174 amedagenadzo:tl!
175 takjee:gena 176 ottagena 177 thu3isammitjee:na
eeRS.Ni}gljSiSl ls6 ikukaikanka ls7 daregaikuka lss nandaja:21 lsg darekaga
190 dokkani lgl itsuka lg2 e:kjee:na: lg3 daregajarasuka,
daregajarumonka,daregajarumondast lg4 jarankotogaarumonka
195 kurutte:
}eetE/iSXlfl 2o6 moratta 2o7 okure:‑lt,kure: 2os xjattaka 2og jattaka
asUNS' )iSZ!Il 241 hontonisumanandane:,arigatosaN,

honnatimpee:titemorawandemo
653922 ptanvaSftnE[Eeetsfi!Eberfi!jth

de4).rw .iasfiiSi 147 hajakuokinajo,hajakuokinasai,hajakuokirasse:i91$li,

hajakuokiNS,hajakuokiriNst 14s hajakuoktjo,hajakuokijagaremo '
14g mado:akenasai, × mado:akerasse:EiSlll 1 ,mado:akeNut 2 ,

mado:akertNas lso mado:akejo lsl (sottirani)ikuna ls2 ittta:ikaN
153 ittJa:ikaN 154 tkanja:naraN,ikannaraNst
desu.sug%iSl lss ikujo,ikusa:st,ikutoteut,ikand3aias ls6 oregaikusa:
ls7 nantokire:nakototal 1 ,nantokire:dana:Zli 2
jElka.kbRiE.‑SilgER lss ika:tomottoru lsg ikandzo,ikamai 16o ikamaita!,
ikumaifa211 161 ikitaina:,ikite:21i 162 ikltakutetamaraNZII
163 ikitakunai,ikito:naidi 164 ittemoraitai
ffgt･ISk!IE.frrifiil2Sl 16s ikudara: 166 ikandara: 167 ikudara: 16s ittadara:,
ittara:st,XittsuraSgZli 16g itta,ittsura 17o amedara: ln diuriso:da
172 josaso:da 173 bjo:kirati: 174 amedagena,amedage:naZll

17s takaigena,takaige:nadi,takaidage:naer 176 ottage:na,ottagena
177 diud3isammttaina
reEFal･!ffffEiliEftl ls6 ikukaikanka ls7 daregaikuka lss nanda,xnandaN2IE

189 darekaga lgo dokkani lgl itsuka lg2 e:kaina:
lg3 daregajarurnonka,daregajarumonda:itSS lg4 jarand3a: lgs kuru:u=,

kurugenakaN$
}!;lecen/ StSl 2o6 moratta 2o7 okureN,kurjo:lr 2os kuretejatta 2og jattaka

MVSoiSgEfi 241 arigato:godzansu

‑ 469 ‑

654079 ;kvavaEvaTlimatrrp
tf}r4Ir'#JL'XiiSiSZSI 147 hajo:okijo 14s hajo:okintoosokunarujo#.,

hajo:okinkass 14g madooakenasai#.,madooaketekure: lso hajo:akenka:
151 ittaraakaN ls2 ikantoke ls3 ikuna,ittaraakaNst ls4 ikannaraN
desc'bll!SEilti$l lss iko:omotoru,ikuwa ls6 wafigaikuNja

157 anohanakire:na:
PLIJee'EbiS･nse2ktEEI lss iko:toomottoru lsg lkaheN 16o ikaheNka:

161 ikitaiNjakeredo,ikitaiNjakendo 162 ikito:teSo:ganaineja
163 ikitakunai#.,ikito:naine 164 ittemoraitai
IPglS.)l{IafZ9}･fikmareil 16s ikujaro: 166 ikaheNjaro: 167 ikuNjanaika

168 ittajaro: 169 ittaNjanaika 17o tabuNamejaro: 171 diuriso:jana:
172 e:jO:jana: 173 guaigawaruijo:jana:,tSo:Sigawaruijo:jana:,
waruso:jana: 174 amejaju:teitade,amejaso:nast 17s Xtakaijo:daee,
takaiso:na 176 ttaso:na 177 diu3isannijo:nitoruna:,
diu31sannojo:jana:
reEfldi･ift/iiliiSgfi ls6 ikukaikanka ls7 daregaikuka lss naNja lsg darekaga

190 dokokani lgl itsujattakaina,itsujattakatiraN lg2 e:Njarokana:
193 daregajarumoNka lg4 kittojarujaro:,jaraidekast lgs kuruNjatteka
EE'!l!itiESI 2o6 morota 2o7 okure 2os jatta 2og jattaka
il6VS')ilVifiS 241 o:kini,arigato:
654109 J*c55Ui;ilstfiEasfiEptwany

di7ii!r'ru'eeZmefi 147 hajookijo: 14s hajo:okinkaina,hajo:oktnnaakande
149 madoaketenkaS,madooaketenka lso hajoakenkaina,
hajomadoakenkainast lsl ikantoki,ittaraakande
ls2 ittaraakan'janaikaina ls3 ittaraakan ls4 ikannanne211,
ikanaikannetal 2
twft･drtgEXSI lss ikudefa,ikutomona:tll ls6 watigaikunoja
157 anohanakire:jana:,anohanautsukuSi:na#.,anohanautsukufi:koto,
anohanakire:na,anohanakire:denna:ll! 1 ,anohanakire:nakoto‑[ tll 2
kki'KbftIE･itgiilZSI lss iko:toomotoru,ikoomotoru{l;, lsg ikantoko 16o ikoka
161 ikitaina: 162 ikitotefo:ganai 163 ikitaikotonai{i,,ikitainai,
ikitonaiLl> 164 ittehoiii{?;,,itehoJii
IPEftij･)6SIIfigl.dlXasiR51 16s ikujaro: 166 ikehenjaro: 167 ikun'jaro:,

ikunojaro:,ikunon'jaro:ll}, 16s ittan'jaro:211 16g ittanjaro:
170 ma:amejaro:Eil;F,tabun amejaro: 171 furumitaija{},,furiso:jass
172 josaso:ja 173 bjo:kimitaijaiS,,bjo:kiraSii#. 174 amejaso:ja2,
amejaso:na 17s takaiso:ja{?>,takaiso:na 176 ottaso:jaZ>,ottaso:na
177 fu3isanmitaija,fu3isanmitaina{i},tll
ftIERdi･iSZti/iEilXill ls6 ikkaikehenka ls7 daregaikka lss naNja lsg daredooa

lgO dokonattonifaili,dokokani#. Igl itsujara,itsuja lg2 joinjaroka,
joinojarokaff,e:nejaroka{i5 lg3 daregasurumonkaina{}Xli,
daregajarumonkaina lg4 se:henkotoarumonkatna{I5,jaraideka,se:deka
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195 kuruteka
IgElptltiSe$l 2o6 morota 2o7

asUNS'z)$eEE 241 o:keni
'

okure.lt,kureT 2os jatta 2og jattaka
o:kini

654264 JEc5Mvarliwt
til74t.ajXtih.aEifBgEn 147 okinkaina 14s mo:okijo 14g madoaketenka

lso hajomadoakenkai lsl ittaraakande ls2 ittaraakan'janka231,ikuna
st 153 ittaraikan ls4 ikanaakannoja
tabe.axl!gereiR lss ikuwai ls6 oregaikunja

157 anohananantoklrelnakottSana:tr
kZ.kbftiE.tSiSZSI lss iko:omottennen lsg ikahen{i,,ikumonkatai
160 iko:kai 161 ikitaina: 162 ikito:tetamarannoja 163 ikitonai
164 ×ittekurejaStal,itemoraitai
?IES'nv?S.fikmaiSZSI 16s ikujaro: 166 ikunonttigauka9,ikunejaro:
167 ikunontSigaukafa,ikunejaro: 16s ittan'jaro:
16g ittekitantSigauka,ittanjaro:st 17o taigaiamejaro:tl!,
tabun amejaro: 171 furiso:ja 172 josaso:ja 173 bjo:kirariide,
bjo:kitSinaujarokafa,bjo:kim!taija 174 arnejaso:na,amejaso:ja
175 takaiso:na,takaiso:ja 176 itaso:nafa,itaso:ja
177 fu3isannojo:ja,fu3isannojo:na,fu3isanmitaijast,fu3isanmitaina

ss
eema.Ema ls6 ikukaikahenkafa,ikukaikanka ls7 daregaikuka,
daregaikuneja lss nanijan lsg darenatto lgo dokkani,dokozoniss
191 itsujattaka lg2 e:nkaina: lg3 daregajarumonka
194 jarankotoarumonkai,jaraideka211 lgs kurunoka:t,kurunjate
EEII2reill 2o6 morota 2o7 kurejai 2os jatten 2og jattakai
zaUS'piSil51 241 o:kini
654337 ?es{l41 meiEfkij!Mth!II[I'
di<b';IM'geiii$Zlfi 147 okijojo: 14s hajookijo:,okipkai

14g rnadooaketoite: lso akenkai lsl ittaraakande ls2 ikuna,
ittaraakanzo: ls3 ittaraakaN ls4 Xikanaikannode,ikanaikaN
whua'suqSZSI 155 iku ls6 watiijaiku: ls7 e:hanajana:,utsukufi:hana211,

anohananokireinakototr2,anohanae:na:S
kM.gUtkli.RgijSggl lss ikotoomoteru lsg ikaNtal 16o iko: 161 ikitaina:
162 ikito:tekanaN 163 ikito:nai 164 ittehori:
?Eftig'JieefiS.fikPiEIiSiSl 16s ikujaro: 166 ikaij jaro: 167 ikunojaro:

168 itajaro: 169 tttalj jaro: 17o daitaiamejaro:,tabuij amejaro:ll>
171 ￠Uriso:ja 172 josaso:ja 173 bjo:kiraJi: 174 amejaso:ja
175 takaiso:ja 176 itaso:ja 177 thu3isannojo:ja
klildi･NE"lljit51. Is6ikukaikankals7dareijaikukalssnaJiijalsgdarekalja
190 dokkapi lgl itsuka lg2 e:nokana: lg3 dareljajaruka
194 jarankotoljaaruka lgs kuruij jate
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Iesptlt2StSl 2o6

morota 2o7 kure 2os jatta 2og jattake

M v S‑ )reil 241 do:moarinato:gozaimasu

654472 anE!IRrpecasE¥eqftEF
tfi)t:t･aX! tEt .ISXiSi!iE 147 okijaija: 14s hajookjaisa: 14g sonomadoakete:

lso hajoaketesa:g,aketeju:tennoJii: lsl ikantokai?Eli ls2 ittaraakaN

153 ittaraakaN ls4 ikannaraN
desc'zzgSliliEE lss ikuwaX ls6 wariijaikune: ls7 nantoutsukufi:hanajana:g,

utsukuJi:na:anohanawa

jl;kki･Ebkl}･ng7gl51 lss ikotoomoteru lsg ikantokoi;I; 16o ikoke:ig,iko:

161 ikitaina: 162 ikitotekanaN 163 ikitonai 164 ittehori:g
IIfEij.JkiEf/E.fikFma 16s tkujaro: 166 ikaheij jaro: 167 ikunojaro:,
Xikkjoijjaro:'F 16s ittajaro: 16g ittalj jaro: 17o tabulj amejaro:
171 diUriso:ja 172 josaso:ja 173 bjo:kiraSi: 174 amejaso:ja,
amejaljenailf 17s takaiso:ja 176 ottaso:ja 177 diu3isammitaija
reEfldi･ISZftkltSl ls6 ikkaikahepka ls7 dareljaikka lss napija lsg darekalja

190 dokkaJii lgl itsujara lg2 e:nokana: lg3 dareljajarumonka
lg4 jarahenkotoljaarumonkaViE lgs kunnojate:
}esptleikSl 2o6 morota 2o7 kure,kureoka 2os jatta,jatteN21i 2og jattaka
asUS" )ilXil 241 do:mosummaheN?l
654531 IBI;{}Elrpecas±utwr#ktth

fftr̀Sitr';X! tLt .iSiljSSi51 147 rno:okinaja,okinaakande: 14s mo:e:kaljenpiokinaja,

hajo:mo:okinaakande: 14g e:kojadesokonomadoaketekurai
150 napioAterunojahajo:akenaakaij janaika lsl ittaraakande:
152 ittaraakaijjana±ka ls3 ittaraakande: ls4 ikannaranneN
wtsu'su4%ilfl 155 jukude: ls6 waJiijajukuneN ls7 anohanawakire:jana:,

anohananokire:nakotout
kfi･eeii.ntgiSilil lss ikotoomoterug lsg juko:toomowaN 16o jukejai
161 jukitaina: 162 jukitotekanaN 163 jukito:nai 164 ittehoti:gst
iPkS'JFilgeS'fikFdiikSl 16s jukunotottiijauka,×jukijorunjaroF

166 jukkjoraheij jaro 167 Xikkjorunotottiijauka 16s Xikkjottajaro
169 ikkjottalj jaro 17o tabuij amejaro: ln thuriso:ja 172 josaso:ja
173 bjo:kitottiljauka,bjo:kirafi:{?P, 174 amejaso:na 17s takaiso:ja
176 itaso:ja 177 thu3isannojo:ja
eema.iSZEE7StEfil ls6 jukukajukaheoka ls7 dareijajukkjorunoka lss nalj ja
189 darenatto lgo dokkapi lgl itsuka lg2 i:nokana,e:nokana{l},
193 dareljajarumopka lg4 jarankotoljaarumonka lgs kuruij jate
wailgEfi 2o6 mo:ta 2o7 kure 2os jatta 2og jattaka
toLNS･)iSg!ifi 241 o:kipi

654612 =‑g4NHiBifiiJi[kHl];l(lss
E}re!i)･ailtrdL･i$lj$ijfi 147 mo:okijanka 14s

hajo:okijo 14g mo:madoakejo
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150 hajoakejanka lsl ikuitoakaN ls2 .ikuina ls3 ittaraakaN

154 ikannaraN
desc'dvma 155 ikur 156 orenaikut ls7 wtsulkurti:na,a:tutstukuafi:na
kg.Ebftig.ntgik51 lss iko:toomotorus lsg ikurmai 16o ikaljka 161 ikitaina:
162 do:Sitemoikitai,ikitatenaraNsc 163 ikitanat 164 ittehoSi:
iEkS.Sk!9es･fikFifiiR51 16s ikuid3aro: 166 ikand3aro: 167 ikutnod3aro:

168 ittad3aro: 16g ittanod3aro: 17o tabutNamed3aro: ln ￠tueiso:da,
diuirtso:d3afa 172 josaso:d3a 173 bjo:kiraSi: 174 amerait:fa,

amed3anena,arned3agena2 17s takaigena 176 ottanena
177 thurd3isannojo:d3a
Riful.!SZiigiSgfi ls6 ikurkaikanka ls7 darepaikurka lss nand3a lsg darekaoa
lgo dokkapi lgl itseaka lg2 e:kana lg3 darenasdiruad3a211
194 sentookurmonoka,jarantookurmonokast lgs kurruatte
ifEl!EiilZEfiI/ 2o6moro:ta2o7kvare2osjatta2ogjattaka
toUS' )iSZJil 241 aistumimaseN,arinato:

654733 ptNIRan9nvMZ$ijifitr
ffi7̀!i)';N ･iEimefi 147 hajakuokiljka 14s hajo:okiokagak:oikunaraga

k:o:gaosokunaruzo 14g garasuoaketekurenka
150 Xju:koto:kikantosense:niso:uzo,hajakuakenkag
151 (sa:)abunaikara(sotS:ie)it:ewadamedazo ls2 abunaikarademedazo,
abunaikarait:ewadamedazo ls3 it:ewadamedafa,it:ewaikan jost,
it:ewadattikansc ls4 ikanakerebanaranai
tasu'dr4MiSl lss ikujo ls6 oregaikunda,orenobandatll
157 anohananoutsukuti:koto
kli'EblliE.e¥ilXSI lss iko:toomot:eiru,ikasutomot:oruas lsg jukumai
160 kookane,ikomaikaS 161 ikitaina: 162 ikitakutetamaraN,
ikitotetamaraNS 163 ikttakunai,ikitanaish,ikitonalst
164 it:emoraitai

lffIS.ew,.e,･likFifiikeSl 16s ikudaro:,ikudara:st 166 tkanaidaro:,ikahendara:as

167 ikunodaro: 16s it:adaro:,it:adara:st 16g it:anodaro:,it:adaro:
17o taite:amedaro:,taite:amedara:st 171 diuriso:da 172 josaso:da
173 bjo:kirafi: 174 amedaso:da,amedagenast 17s takaiso:da,takaigena
st 176 itagena,itaso:da 177 thu3isan:ojo:da,￠u3isam:itaidast
eema.Mt"iSSZSIcr 186ikukaikaljkals7daregaikukalssnandalsgtarekakaga,
darekakaga lgo dokokani,dokozoni lgl itsuka,itsudaka,itsuzojakaiili
192 joidaro:ka,i:daro:ka lg3 daregasurumonoka,daregaserumonoka,
daregajarumonkast lg4 jaranaikotogaarumonokag lgs kurundat:e
Ii}eeeeSVfi/ 206morat:a2o7kure2osjat:a2ogjat:aka,kuretaka{!>st
6vS‑ )iSZSI 241 o:kini

654853 ptanRftwwwrasma
fflrtRr･ibl ･gfiEilj$2Sl 147 ma:okirasse 14s hajookihateoka,hajookijagare,
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Xhajookjo:jo$,Xnanjo:itsumademonetejagarudaS 14g Xto:akerasse
$ 150 ×akjo:jo$,akehatejo,akejagare,×akehatenka$
151 XitttaakaNjo$ ls2 iku3ane:dzo2I,ikunast ls3 iku3ane:dzo
154 ikanja:io:ganai,ikanja:naraN$
deft.su4gEiSllfl lss ikuda,ikan3a: ls6 oregaikuda,waSigaikudagaN$ta!

157 kire:dana:
"M' %'kbftiS･eeta:I!SSVil lss ika:toomottoru lsg ikamaitoomotta 16o ikamai,

Xikokatomottoruke 161 ikitaina:,ikite:na: 162 ikitakutetamaraN
163 ikita:naijo 164 ittemoraitai
?Egl･rcfZgl･fikeeilgfi 16s ikudara: 166 ikandara:,ikandaro: 167 ikudara:
168 ittadara:na: 16g ittadara:na: 17o amedara:na: ln thuriso:da
'
172 josaso:da 173 bjo:kirati: 174 amedagenajo 17s takaidagenane:

176 ottadagena 177 diuzisaNmitaida
eei/di.5Z/"kkSl ls6 lkudakaikandaka,ikukaikanka ls7 daregaikuka,
daregaikudaka,daregaiku lss nandae,nanda: lsg darekaga
190 dokkani lgl itsuka lg2 i:kana:,ikaina: lg3 daregajara:ka
194 jaran3a: lgs kuru:te:
EEiptlleiSt[$l 2o6 muratta 2o7 kureja: 2os jatta 2og jatta

asVS02SISI 241 gote:ne:nigottso:sandegodzaimasu
654951 njXIXasNaseciMIH]7gLLItnykliireny
ff}r̀ftr.itrkt .gerBZlfl 147 okjo:jo 14s ma:e:koronja:okinja:ikandzo,

e:koroniokjo: 14g aketekujo: lso ju:koto:ki:teakjo:jo lsl ikunajo
152 ikuna: 153 ittraikandzo ls4 ikanja:naraN
dede.sugSliSISI lss ikujo,ikudzo:,ikand3a:st,ikand3a:e:S ls6 oregaikudze:,

oregaikuda: ls7 kekkoina:
kk･wtiE･re$iiStlSl lss ika:tomottoru,ika:tomo:gae: lsg ikamai 16o id3a,
id3aja:,ikamaika,ikumatkal!>,ikame:ka 161 ikite:na:
162 ikitakutero:gane:waja: 163 ikitakane: 164 ittemoraite:
?kEt.nvZgl.fikFtfiasl 16s ×ikaserudara:,!kudara:tr 166 ikandara:,

ikasendara: 167 Xikaserudara:L,ikudara: 16s ittadara:,
Xikatitadara: 16g ittadara: 17o amedara:,amedzura{l> 171 diuriso:da
172 josaso:da 173 bjo:kirafi: 174 amedage:na 17s take:ge:nafa,
take:dage:nast 176 ottage:na 177 diud3isammite:da
eema'!SZ/iigiStSl 186 ikukaikanka ls7 daregaikuka,daregaiku$,daregaikuda
stLl>,daregaikudakapt lss nanda lsg dareka,darekaga lgo dokkani
191 itsuuka lg2 i:kana:,i:dara:kana: lg3 daregajara:kaja:
194 jaranda3aja: lgs kurudakae
ieeptereill 2o6 muratta 2o7 kujo: 2os jatta 2og jatta

Sb8DiSiSl 241 sonnaokataikoto:fitemorattfa:ikandzone
655170 raivaJkEIij!fiIii[SIZwaaasY4EIT1rE

fik･Xth･ma 147 tittttg‑ 148 ]Na‑ti‑ 149 7ijffH‑Y"t,7tr"ta‑‑
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150マドアケー，マト9アケンカイ

151イタラアカンテ9−

152イクナ

153イッタラアカンテ9−

154イカンナランネン

強調・詠嘆表現155イクデー，イクワー156オレヤ，オレがイクネン157アノハナキレーヤナー
意思・勧誘・希望表現158イコ一献モト，レ159イヵヘン160イカヘンカ，イコー161イキタイナー
162イキトーテショーカ9ナイ

163イキトーナイ

164イッテホシー

推量・様態・伝聞表現165イクヤロー，イクヤロ166イヵヘンヤロー167イクンヤロー168イッタヤロ
169イッタンヤロー170タプンアメヤロー171プリソーヤ172ヨサソーや誘173ビョーキミタイ，
ヒ9ヨーキミタイヤ誘174アメヤソーや血温175タカイソーヤ176オッタソーヤ

177フジサンミタイや

疑問・反語表現186イクカイカヘンカ187ダレがイクカ188ナンヤ189ダレカが，ダレカ
190

ト9ッカニ

191イツカ

192エーンカナ

193タ9レカ9ヤルカイ，タ9レカ

194ヤラヘンコトアルモンカイ，セーヘンコトアルカイ

」受受i表王見206モロテン，モロータ

あいさつ表現241アリがトーゴサ

655280

207クレ

ヤルカイヤ

195クルンヤテー，クルネンテー

208ヤツタ，ヤツテン，ヤツタツタ

イマス，スンマセンナー，ト

一モト

209ヤッタカー

一モ

大阪府大阪市東区道修町2丁目

命令・禁止・義務表現147m。：。kiJa
14g
152

mad。akete
itta「aakan

150
153

148

hajo。kinkai，haj。。ki。ki多

haj。akeake多，haj・akenkai

itta「aaka】薩

154

151

iki轟asanna

i1監anna「an

強調・詠嘆表現155ikuj。，ikude多，ikuz。俗156

wa∫i期aikude，wa∫i期aikuz。注

157anohanakireina：
意思・勧誘・希望表現158iko：t。。m・teru

ikehen注160

注2

161

ikitaina：

162

ikito：tetamaran

推量・様態・伝聞表現165ikujar・：166
168

163

ittanjaro：

172」・5aso：ja

173

bj。：kira∫ii，bj・：kimitaina多174

175takaiso：ja

176

190dokkani

lg4

itaso：ja

ikukaikanka
191

itsuka

177

tabun

ikun

16g

186

170

amejaro：

furiso：ja

fu3isanmitaina

192

e：nonkana：，e：nkana：

jatta

itteho∫ii

amejas。：ja

dareXjaikuka

208

164

jaro：

171

187

jarank・toOaarukai，jaraideka誘俗195

授受獺 206morota 2070kure
あいさつ表現2410：ki脆i

ik。：注1，ikehenka

ikito：nai

ikehenjar。：167

ittajaro：

疑i問・膨見

655322

15g

209

188箆an

ja

18g

193

darezoつa

daregajarumonka

kij。nnojate多，kurun

jate

jattaka

京都府綴喜郡井手町大字井出字中島

命令・禁止・義務表現147・kija 148 itsumadenetenna，haj。：・klj・
14g madoakenasai共，mad。akej。150 haj・akej。151 itta「aakan，
ita「aaka漉

152

ita「aakan

強調・詠嘆表現155ikuwa

153

itta「aakan

156。reっaikuwa

意思・勧誘・希望表現158ik。：t。。m。：teru

161ikitaina：162

ikitotekananwa

157
15g

163

154

ikanロan

anohanawautsuku∫i：na：
ikanwa

160

ik・：janaika

ikitakunaina：共，ikito：nai漁a：誘

164ittemo「aitai

推量・様態・伝聞表現165ikujar。：166
167

ikunejaro：，ikunojaro：

170tabun

168

ikanaijar。：共，ikan
ittajaro：

amejar。：171φuris。：ja

16g

jaro：誘

ittanja「o：

172×」・ina：多，」。sas。：na
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173 dokkawaruinototfiljaukatll,dokkawaruinotot"oaunejarokaXl!
174 amejaju:tottade,ameraSi:na: 17s takaiso:da#.,takaiso:na
176 itaso:ja,itaso:na 177 diu3isannojo:na
SelErldi･!scEkS2Sl ls6 ikukaikanka ls7 dareoaikuka lss nanija,naNja

189 dareka lgo dokozonist,dokkai lgl itsuka,itsujarast
192 joijaroka lg3 darenasurumonka lg4 jaraidekaas lgs kurunjatte
}eetSt 2Sl 2o6 morota 2o7 kure 2os jatta 2og jattaka
l6V8')iltlSl 241 gote:ne:niariljato:gozaimasu

655476 =‑gllvaie51Sl]M2Rwr
fiEriib･±llLht ･geil3SSVill 147 hajookiteitekturejo 14s hajookiteikesa

14g aketoitekurresa lso hajoakejosa lsl inurna ls2 ikuanasa,

ittataakandejo ls3 itaraakandejo ls4 tkanadonnaNwa
Xsc.axgggikSt lss ikurwa ls6 oceaiktuNjawa ls7 anohanaurtsutkurfi:no:

kk･EbYS･e$iSgfi lss ikotoomotenpawa lsg ikaNwa 16o itokomaika,
ikomaika 161 itemitaina: 162 ikitotekanawannojasa 163 ikitonaiwa
164 itemoraitai
}EkS･tw,,e,,･tiknvi!gEEI 16s xitekuiredd3aro: 166 ikaNjarona: 167 ikuiNjaDo:

168 itajaro: 169 itaNjaro: 17o tabulNamejaro: 171 ×thuleuzdejo:,
×thurrrjonadejo 172 josaso:jawa 173 bjo:kieaSi:no

174 amejattejva:toruadejo,amerafi:dejo,amejapena$ 17s takaijanenawa
176 itatnena 177 diulssammitaina

flma･±SZESStEfiI ls6 iktlljaraikaNjara ls7 darejaikuika lss nand3a

189 darenatto lgo dokodopi lgl itsthjaDa lg2 e:paroka
193 darejajarurjaropi lg4 do:nattoritesennattodo:nnarandejo
195 kurDurpanenadejo
EEet/2ilZSI 2o6 mo:tawa 2o7 kurrenka 2os jattadeja,jattawa 2og jattaka
toVNS')iS2Sl 241 aeipato:,kekko:namonosdimaN,o:kiJii
6ssso6 =‑avftf;ifiEasXzawr)k Pigk
iSl7<ltr'ighXt lt.Iiiifiem 147 hajookina,hajookinasai 14s okijo,okinaakandzo
14g akete,akejost,akerurjawa lso akejo lsl ikurna ls2 ikvana

153 ittaraakaN ls4 ikannaraNss
assu.sugSgiS2M 155 ikuasa ls6 watipaikuawasa ls7 kiteinahanajana,

rippanahanajana
kE,i,,[･eeiE･RgiSut lss iko:toomotorui lsg ikaNwa,ikaN 16o ike:sa
161 ikltaina: 162 ikitotenaraNst 163 ikitanai 164 ittemoraitai,

ittehoS1:fa
iPIES･ew.e,.{fffiiSSifi! 16s ikuiNjaro: 166 ikaNjaro: 167 ikuinojaeo:

168 ittajaro: 169 ittanojaro:,ittaNjaro: i70 tabulNamejaco:,
taite:amejato: ln dituriso:ja 172 josaso:ja 173 bjo:kirali:
174 amejaso:ja,amejapenast 17s takainena 176 ottaso:na‑lt,ottanena
177 diuad3isannojo:ja
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eema.Nliklilfi ls6 ikuakaikapka ls7 darenaikuaka lss napija lsg daredzenag,
dacekana,daredzost lgo dokkapiZ}ll,dokodzoptlll2 lgl itsutjattaka,
itstuka,itstudzojaltwli lg2 e:nokana lg3 daeenasdirruja21,daeepastururka
faZll 194 Jltaruiwag lgs kvaDuinenenana,kusruiNjatest
ieaeet ilfi 2o6 morota 2o7 kurretr1,xjondekurteJttli2,xjonde‑lt 2os jatta

209 jattaka
toUS' )iSafi 241 arioato:,sthmmasenna
655765 pt5i[1vaSiPfaasptf[IfawrtstaSll"ft

di<t.a)rut :.eesISiSIEE 147 hajo:okinkai,hajo:okisafSaist 14s taigainiokinka,

taigainiokiranka 14g mado:akesarJai lso hajo:akenkai
151 (sottri)ittta:akandzo ls2 sottti:ittta:ikand3ane:ka,
sottti:ittfa:akand3ane:ka,taigainifitokejo:ikantejuttorunoni
153 ittta:akan,XittSa:akangai ls4 ikanja:naraN

deas.sk4%tSl lss ikusa:,ikand3aiem1,ikutoteem2 ls6 oreoaikusa:,
oreda:na:$ ls7 kire:nahanadana:
kS.gbl;9E.ngili51 lss iko:tomottoru2IE lsg ikumai,ikarnai 16o iko:Stal,
ikomai 161 ikite:na:,ikitai 162 ikitakuternotaN,ikitatemotaN9
163 ikitane: 164 ittemoraite:
?ESg.iSl!9S.tikFifiiStEE 16s ikudara:,ikudaro: 166 ikandara:,ikandaro:

167 ikundara:,ikundaro: 16s ittadara:,ittadaro: 16g ittandara:,
ittandaro: 17o amedara:,amedaro: 171 diurlso:da 172 josaso:da
173 bjo:kirafi: 174 amedagena,amedaso:da!> 17s takaigena
176 ottagena 177 diud3isammitaida
eeRul.iSZEEilgfi ls6 ikukaikanka,ikudakaikandakast ls7 daregaikudaka
188 nanda lsg darekaga lgo dokkani lgl itsuka lg2 e:kaina:
lg3 daregajarumonka,daregajarumondaSSie lg4 jarand3ai,
jarantekotoarumonka lgs kuru:u
}est!Z4ilXII 2o6 muratta 2o7 kure,jokose 2os jatta 2og jattaka

toVNSOiSiM 241 kekko:namono:o:kini
655824 NanXosSastwSIil]l!fiosEIr2SIK
de4b.l!tr{iltt .ma 147 ma:okijojo 14s okjo:,okirapka 14g mado:akejojo
15o akjo:,akenka lsl ikunajo,ittSa:ikandzo ls2 ittSa:ikaN
153 ittfa:ikaN,ittta:akaNtw ls4 ikanja:ikaN,ikanja:naraN
desc'dv4Silfi 155 iku,ikan3a: ls6 oregaikudze,oregaikudagae
157 anohana:kekkoina:,kekkonahanadana:

kfi'tm'n$iSi51 lss ika:toomottoru,ika:kaJirantoomottoru
lsg ikantoomotta,ikja:senna: 16o ikame:ka 161 ikite:na:
162 ikitakutetamaraN 163 ikita:ne: 164 ittemoraite:
IES.IIV/",･fikPt5iStlfl 16s ikudara: 166 ikandara: 167 ikudara:

168 ittadara:na: 16g ittadara:na: 17o amedara:na: 171 diuriso:da
172 josaso:da 173 bjo:kirati: 174 amedagenajo 17s takaidagenane:st,
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takaigena多176。ttadagena，ottagena多177φu3isammite：da多，
φu3isammitaida，｛わu3isammitajo：na

疑問・反語表現186ikudakaik明daka，ikukaikaOdaka

187

d…9・ikud・k・，d・・e9・ik・，d…9・ik・d・188

×nandaN注18g

darekaga

i：kana：多193

190

dokkani

191

n・nd・，n・・d・i，nandae，

itsuka

195

192

i：dakana：誘，

daregajarum。ηka，daregajarasuka，daregajara：suka，

daregajara：，daregajara：ka，daregajara：ja
jaran3a：

da「egaikuka，

194

jareXjkotogaa「a：ka，

kuruja：

授受表現206muratta 207 kuija：多，kuj。：208 kuretejatta，jatta
あいさつ表現241×9。taigesandesu注，arigat・：9・dzaimasu多

655g45

209

jatta

愛知県豊橋市東松山町

命令・禁止・義務表現147sa：sa：・kinsai

148

haja。kj。：，hajaku。kiro注

14g mado：aketokureN 150 akjo：jo，hajoake】Oka，hajakuakejo
151 itt∫a：1kaNjo，ikinsanna言秀，oikinsanna言秀，oikinnaN言秀老，ikunaNjo
誘少152itt∫a：ika夏，itt∫a：akaN，ikuna誘153
154

itt∫a：ikandz。N

ikanja：naraN

強調・詠嘆表現155ikujo，ikan3a：血潮1560reηaiku 157 anohana：kekkoina：
意思・勧誘・希望表現158ika：t。m。tt。ru 15g ikanda：，ikamai古160 ikamaika
161

ikitai塊a：

162

ikitakute∫o：9anai

163

推量・様態・伝聞表現165ikudara：」。，ikuraj。166
167

iku3a：naikanoN，ikudzura

168

ikitaka：nai

164

ittemoraitai

ikanda「a：jo，ikan「ajo

ittadzura

16g

ittara∫i：

170・m・d・u・a171φu・i…d・172」。・a・。・d・，」。k・・i…d・誘

173bj。：kira∫i：174

amedagena

176。tta9・na，。ttada9・na

疑錯！・膨見
188

186

nandaN

175

takai9磁a，takaidagena多

177φu3isaN・mitaida

1kukaikaつka，1ka：kado：5e：ka
18g

dareka，darekaN

190

187

daregaikuka，daregaiku

dokkani

191

itsuka

i：kaina：，i：dakai算a：ワi：kaja：，i：dakaja：

193

daregajara：ka

194 jarunikimattoru，jaran3a： 195 kurudakaN
授受裁見 206moratta 207◎kureN 208 kuretejatta 209

192

i：kana：，

jattakaja：

あいさつ表現241arigatosama
656022

兵庫県神戸市垂水区神田町

命令・禁止・義務表現147モ一山キ，オキナサイ，オキーナ148オキーナ注，オキンカイナ，オキユータラオキ，
オイオキー

149マト9アケテ，マト

アケテチョータ

マト9アケンカイナ，アケユータラアケーナ

イ，マドァケテクレヘンカ

150マト。アケテユータラ，

151イキナ，イキナヨ，イカントキ，イッタラアカンネンテ

注

152イッタライカンユータラ注，イクナユータデショ，イッタラアカンノ注，イクナユータライクナ

153イツタライカン注，イツタラアカソ注，×イツタライカンノンテ9ス注154イカンナラン，
イカントアカンネン

強調・詠嘆表現155イクワ，イクワイナ，イクデー，イクテ156ホ・クカ・イクネン，ホ
イクノンホ

クデスネン考疑，

クヤネン考疑157アノハナキレーヤネー，アノハナノキレーナコトワイナ

意思・勧誘・希望表現158イコォモトー15gイコマイ，イヵントコ160イコイナ161イキタィナー
162イキトーテタマラン163イキトナイ，イキタナイ多164イテモライタイ，イッテホシー
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推量・様態・伝聞表現165イクヤロ，イッキャロ166イカヘンヤロ167イクノンヤロ168イツタヤロ
169イッタンヤロ，イタノンヤロ
ヨサソーナ

170タイテーアメヤロ

173ヒ9ヨーキラシー

176オッタソーヤ，オッタソーナ

171プリソーヤ，プリソーナ

174アメヤソーヤ，アメヤソーナ

172ヨサソーヤ，

175園丁イソーヤ，タカイソーナ

177フジサンミタイヤ，フシ9サンミタイナ

疑問・反語表現186イクカイカンカ，イクカイカヘンカ187ダレカ。イクカ188ナンヤ，ナニヤ

189ダレゾカ・，ダレゾ，ダエソ
イツカ

，ダエゾカ・，ダレカカ。共190ト

192エーノンカナ，エーノンカイナー

193タ9レカ。ヤルモンカ，タ

コゾニ191イツヤ，

レカ。ヤライ

194ヤライテ9カ，

ヤライデカイナ，セーデカ，ヤランチューコトがアルモンカ古，センチューコトカ・アルモンカ古
195クルネンテー，クルテー，クルテカイナ

授受表葦見206モロタ

207クレ

208ヤッタ

209ヤッタカ

あいさつ表現241アリカ。トーゴがイマス，×オーキニ古注．

656330

奈良県生駒郡安堵村東安堵

命令・禁止・義務表現147hajo。kija

148

mado。aketeζ〕ka：

150

153

itaraikaN注，itaraakaN誘〜主

haj。。ki寧a：注，haj。。kij・誘

14g

madoakejo，madoakeOka：注

154

151

ikina

152

ikuna

ikan：aikaN注1，ikan：aN言秀出2

強調・詠嘆表現155iku，ikune注1，ikuiku注2156。regaikun。ja
157anohanae：ha駆ajana：多，an・hanakiremak。t・誘共，
an。hanautsuku∫i：hanajana：藤井
意思・勧誘・希望表現158ik。：t。om。teru，ik。t。。m。teru注15g
160iko：janaika注1，ikahe；〕ka注2

ikitotekanaaN誘163

161

ikitaina：

ikitomai，ikitonai誘164

162

ikant。k。注
ikitotetamaraN，

it：eho∫i：，

×it：emoraitai言秀冬至

推量・様態・伝聞表現165×ikarujar・多注，ikuntot∫igauka誘166
167iku船jaro

168

itajaro

169

ikaragiτjaro

jakubajaro：注，itaajaro誘170

amejaro：

注171×佃・・」・w・k・・aN，×φu・・」・w・k・・aN注，φ・・i・。・」・誘共172×・・n・・

注1，josaso：Ja誘自注2，×ejanaika注3，×e：notot∫i胆uka注4
173bj。：kira∫i：共，bjo：kit。t∫i聖auka，waruinotot∫iOauka注1，
waruin。t。t∫iraujar。ka注2174

amera∫i：多，amejat：e誘，a鵬jaju：t。t：a

175takaiso：ja，takaiju：tot：a誘，takaiτjate誘176

itara∫i：，itaso：na，

itaajat：e：177φu3isan：。」・：ja，φu3isam：italja多

疑問・反語表現186ik：Jaikagi期ka
188na∫1ija，naJ1：a

192e：nojarokana：

18g

193

dareka

187

doitsuik：or：ja注1，dareikaruja注2

190

dok：a∫1i

dare∫06zo注

194

191

it：∫a「a

jareOkotoarukai注

195

kun：oka

注

搬表ヨi見

206morota

207

kureX】ka，kure注

208

Jat：a，jat：eN注

209

jat：aka，

×」・t・ak・注，×」at・eku・et・k・注

あいさつ表現2410：ki担注1，。：kiniarigato：上，
arigat・：9。z瓠masusum：asen：a：注2

656387

奈良県宇陀郡榛原町雨師

命令・禁止・義務表現147m。：。kitekurejo注1，m。：okijo，mo：・kijojo：注2

148hajookkjaりka：誘，hajookkjo：，hajookijojo㍉hajookijanaakando：
479一

ut 149 tSot:omado'aketekure:,tfot:omadooaketekurehenka:st,
tJot:omado'aketeokaen lso hajoakejo,mado:aketekurehen:oka,
mado:akejanka:ut1,mado:aketekuretttu:noJiiEiEZII1,
xmado:aketekuresa:nt2 lsl ikantoitekure$lll,ikunajoZl!2
ls2 ltaraakagindo:tll,itaraakando:ta!,ikunaS ls3 itaraakaNZIi

154 ikan:araNZ>,1kan:aNut
wttu･sttgelillSl lss ikude:Zli1,ikuwasajo:nt2 ls6 oregaiku,watinaiku,

oregaikunejast,wafinaikunejaS ls7 utsukuJi:na:,anoutsukuSi:koto
g>tr 1 ,k1re:jana:nt 2
kk'tm'itgi!Xil lss ikotoomoten:e{l>Zll,iko:omoton:est
15g ikotowaomowahgNI]I 1 ,ikantoko211 2 ,ikagiNnt 3 ,ikunojamejant 3
160 ikoja,ikojoRIEXII 161 ikitaina:,itemitaina: 162 ikitotetamaraN
163 ikitakunai.±.lt,ikitonaist 164 itemorotarae:netlil,it:emoraitai#5Sf,

it:ehori:twtal2
#ES･Ieef/S.1[Xesreil 16s ikujarotll1,ikunotottioaukast{l>t}l2 166 ikagiNjaro,

ikaNjaroem 167 ikuNjaro,Xikahan:otottinaukast
168 Xikahat:ajaro:‑lt,it:ajaro: 16g it:aNjaro: 17o taioaiamejaro:
171 ×￠uruzo:,×diut:ekurrjaro:,thuriso:jastil#. 172 ×e:jarona:,

Xe:toomo:do:,josaso:jana:S 173 bjo:kimitainalll,bjo:kiraJi:as#.ta!
174 amejaso:nagst,amejanenast,amerati:,amejasoja 17s takaiso:na,
takaittSu:toru,takaisojast,takaioenaftIErd! 176 ot:aso:na,ot:anena,
ot:asoja 177 diu3isam:ltaina{b,thu3isam:itaijath

XEFdi･NEkiR51 ls6 ikvkaikanka,ikujaraikaNjaraftiSi±il?l ls7 darenaikkaS,
darenaikkjarat9giSZII lss xnapigirotaljkatll1,nando:fall!2,nandojo
nt3 isg dareka.ti.:,daredoftIilf lgo dok:api,dokodopiEiEi!f lgl itsuka#.,

ittSarast lg2 e:jaroka,e:nokana:st,e:jarokana:ut,e:kaina:fiMll
lg3 daregajarumonka, xdaregajaruka:st 1,dareljajarumondo:i9gll! 2

194 jaraokotoaragindo:,done:jutakatejarudo:nt,jat:aruzo:nt
195 kuruoka:,kun:oka:,kuruttfu:noka
i{:2eptltiitSl 2o6 morat:a#.,morota{Ie,mo:takiE21i 2o7 kure,kurejoEistl! 2os jat:a

209 jat:aka
6US' )iiSVil 2" o:kiJiiarigato:,o:kiJiisum:aheN,o:kiriisuman:a:tll1,

o:kipimu2
656423 =‑gqgKM‑kAscwr
tii7dl)';ilXltt '2EiiSiliJifi 147 hajookija 14s hajookijo,hajookktjo

149 tSottomadoaketekuare lso jtu:tarastunuaakejo lsl ittaraakande

152 ikantoki ls3 ittaraakande ls4 ikannaranne
dede'drngIliElfl lss ikuana ls6 oceaikurwa ls7 uatsdiktuJi:hanajana

kk･tm･n¥iSllfi lss ikotoomotennojakedo lsg ikanna,ikaN
16o ikojanaika,iko: 161 ikitaina:,ittemitaina: 162 ikitaina:,
ittemitaina:,ikitotenacaNLI)'ili 163 ikitonai 164 ittemoraitai
ma.Jieef7k･{XPifiiSISI 16s ikuijato: 166 ikaNjaeo: 167 ikurnototrinauika,
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ikuanojato: 16s Xittejaro:,Xittendo211 16g itteNjaro:
17o kittoamejato: 171 ×diuattekuarurjaro:,×diuattekuando211

172 ×e:notottipawnoka,×e:doilf 173 bjo:kitotrinaurkana:,bjo:kijado
Zl 174 ametojur:tetadei;l;,amejagenakiElll 17s takaicatina:,takaigenast
176 itajagena,itagena 177 diurd3isannojo:ja
Rffdi.!SZ/;giSZSI ls6 ikuakaikapka ls7 dareikurka lss nando lsg dareka

190 dokkarii lgl ittSataili,itstujarapt,itsWdoja{!>tai lg2 e:nokana
193 NR21i lg4 jattaruawa,do:attemositarut,dottsimittiritaeua
195 kvaeurnojate
leepteiliSl 2o6 morota 2o7 xjonde 2os jatta 2og jattaka
toVS‑ )iliSt 241 o:kipi
656514 EgZ!li!‑･R.asadeEl]7)ktiIJIlN
tSirt!it.!;bllt.eSif$iSl 147 hajooki: 14s hajookipka 14g madooaketenka

150 hajoakenka lsl tkantokina ls2 ikaNja ls3 ittaraakaN
154 ikannaraN
deas.axE!geliStEII lss ikuawa ls6 watafipaiktuNjawa

157 anohananouttsthkwti:koto
kpt.kbkiE.it!iSi51 lss ikotoomotorur lsg ikaNwa 16o ikoJii 161 ikitaina:
162 ikitotekanawaN 163 ikitanat 164 ittehoSi:
va.ew/",.{ffi5iESI 16s iku:jaro: 166 ikaNjaeo: 167 ikutNjaro:
168 ittaNjato: 169 ittaNjaro: 170 tabutNamejaro: 171 diulriso:ja
172 josasoja 173 bjo:kiraSi: 174 amejaso:ja,amejapenaas
17s takaiso:ja,takainenasc 176 ottaso:ja 177 diuad3isannojo:ja
Sei;f/S.Mti:iliSl ls6 ikuikaikanka ls7 dareoaikurka lss naNja lsg darekana,
daredzo lgo dokkaJii lgl itsthjaea lg2 i:nokana lg3 darenasdituamonoka
tr 194 senkotonaarulmonka lgs kurrulNjatte
}esptltilglfi 2o6 motota 2o7 okuinatlil,kua:llE2,xmoraeNtl3 2os jatta

209 jattaka
6VS' )iiS2Sl 241 arinato:godzaimasdi,o:kiJii

656673 ewAwweeHV

di741tr.Z!;siltt .giiifitSl 147 okinasa! 14s hajookina 14g aketeoka

lso hajoakejanaakanjanaika lsl itaraakaNwa ls2 itaraakaN
153 itataakaNjo 154 ikannaraN
desu･stlllrefi 15s ikuijo ls6 watafioaikua ls7 dzutibuiNuttsutkuiSi:

kg.Etsig.ngiStE;l lss juikvatsthmocideorut lsg ikaNwa 16o ike
161 ittemitaina: 162 ikitaiNjakedono: 163 ikitanaino:
164 Xitemotaurho:ljae:janaika
ue.JIge}9"･likFi521ZiEfil 16s ikuijaro: 166 ikandzo 167 ikuiNjaro:

168 ittajaco:na: 169 ittajaDo: 170 amejaro: 171 diulriso:jana:

172 Xe:jaro: 173 bjo:kikawakaranna 174 ameraSi:na: 17s takatso:ja
176 itaso:jakedo 177 diuad3isannojo:jana:
‑ 481 ‑

eema'52iipikilZi$ln ls6ikuikaikaokals7darepaikuikalssnaNjalsgdareka
190 dokodzopi lgl itstujata lg2 e:nokana lg3 dareoajacurkai
lg4 nantoritedemojaruadzoS lgs ktunnejate
IgE/!ile2121;1 2o6 morotena 2o7 kuire 2os jattaNjasa 2og jattaka

asbllS')iElfi 241 a:sdimmasenna:
656816 pt3Ilee2Iil;easZ¥;EiEij't[Ltma

fa4)'nt!t 'kZlj}il251 147 gakko:gaokurerudehajaokiriNjo

148 hajaokintogakko:okurerujo 14g mado:akjo:jai,mado:akeriNjost
150 hajakuakerejo,hajakuakenja:damedajo
151 (sottti:)itt:a:damedajo ls2 sottti:ittfa:ikaN ls3 ittSa:ikaN
154 ikanja:naraN
dess'blI%Zilil lss ikujo,ikand3a:st ls6 oregaikudajo

157 anohana:rippadana:
kS･girki;.itiEkHikilill lss ika:tomottoru lsg ikja:findzo 16o ikamaika

161 ikitatna: 162 ikitakutetamaraN 163 ikitakunai 164 ittemoraitai
?kjS･I{SIS..tXas￡gl 16s ikura 166 ikanra 167 ikudzura 16s ittara
169 ittadzura 17o amedzura yl thuriso:da 172 josaso:da
173 bjo:kirati: 174 amedage:na 17s takaige:na 176 ottage:na

177 diud3isammitajo:da

eeee'NiilliiSiEfi ls6 ikukaikanka ls7 dareoaikuka,darenaikudakast,

darenaikudast,darenaiku$ lss nanda,nandaN21E lsg darekaga
190 dokkani lgl ittsuka lg2 e:dakaina: lg3 daregajarumonka,
daregajara:kajare,daregajarumondatw 194 jarand3a:st 195 NR
waptiSZSI 206 moratta 2o7 kujo: 2os kuretejatta 2og jattaka

6VSv)iE5Z 241 ma:kekko:namono:arigato:godzaimasu
657099 JSC5!fiR?MgasEEiFljerfteIts(

de4)'XLLL･eema 147 hajookii 14s hajookinkae 14g madoaketekurehenka
150 hajoaketekurejo: lsl ittaraakande: ls2 ikunajo:,ittaraakanzo:ta1

153 ittaraakan ls4 ikanaakannejatijo:
desc'dvllSelrvil lss jukujo: ls6 waSajuku,bokugajuku#.,oregajuku
157 utsukuSiihanajano:$l!,utsukusi:no:ta!
kE.E,i.tm.e!tiSgfi lss iko:omoten'ja lsg ikahen 16o ikora:tl!
161 ikitaina: 162 jukitotetoganai 163 jukito:nai 164 itemoraitai
?Ekij･Jftgefl",･fikmaiStlft 16s ikujarona: 166 ikahen'jaro: 167 jukun'jaro:

168 itajaro: 169 itan'jaro: 17o tabun amejaro:{},
hjottoSitaraamejaro: ln furiso:ja,furiso:da21i 172 josaso:ja,
josaso:datll 173 bjo:kirarii#.,bjo:kimitaija 174 amejaso:ja,
amedaso:dalli 17s takaiso:datai,takaiso:ja 176 itaso:datll,itaso:ja
177 fu3isannojo:dalll,fu3isannojo:ja,fu3isanmitaija
eema.!ftff"SStSl ls6 jukukajukanka ls7 darega,jukuka lss nan'ja lsg darezoga,

darekaga#. Igo dokkani,dokozonitw lgl itsuzoja,itsuka#.,!tsujaS
‑ 482

192 e:nkana: lg3 daregajarumonkae lg4 jaraidekae lgs kurun'jate
wailtlfl 206 morota 2o7 kure 2os jatta 2og jattaka:
lt6VNS･)iiSXIfi 241 o:kini

657148 JkCP!fiRtr*"Mifi*iYigeeq
di7t!i).afitXh.IEilj$iEfi1 147 okija: 14s okinkae 14g madoakeja:

lso madoakenkana2111,madoakenkaijant2 lsl jukina ls2 jukuna
153 itLLaraakan ls4 jukanaikan
whsu.sul!SeiilZiEfiI lss jukujo:2,jukaijastas,jukuwai$as ls6 orjajukujo

ls7 anohanawautsukutiinalE
itg.ZEbftiE.ntg2Stlfl lss juko:toomotten'jaZl!1,jukoomotten'jatl2

159 jukjahen,jukjasen 16o juko:janaika 161 jukitaina:
162 jukitotelo:nai 163 jukito:nai 164 Xittekurenkaja,Xittekurejolt
lkEg･)ISRfi"..fikFifiilXlfl 16s jukujaro: 166 jukan'jaro: 167 jukun'jaro:

16s ittan'jaro:tll 16g ittan'jaro: 17o hjottoJitaraamejaro:21il,
tabun amejaro:Zli2 ln furiso:ja 172 josaso:ja 173 bjo:kijanaika211,
bjo:kiraJiina:tr2 174 amejaso:na 17s takaiso:na 176 itan'jattefl5Zl,

itaso:ja 177 fu3tsanmitaija
eer/S.Mlig.iS251 ls6 jukujarajukan'jara ls7 daregajukun'jara lss nan'ja
189 daredoga lgo dokkani lgl itsuzoja lg2 e:nokana lg3 daregajarukai

lg4 jarankotogaarukae,jaraidekaZli lgs kurun'jatte
IeepteiSZSI 2o6 morota 2o7 kure 2os jatta 2og jattaka

tobS')ilgEE 241 o:kini
6s7214 JkclSllZl<ntitwpEgflS?iirwtHl]7mutrzlvaK

6B4t.antbet .maljueSl 147 mo:okija 14s mo:okiXII,mo:okinka 14g madoaketenka

lso madoake,madoakenkast lsl ikinaja ls2 ikinafa,ikuna
153 itaraakan ls4 ikantoikannoja
whsu.skq%tel lss ikugana ls6 oreikunjal,oregaikunja
157 anohanautsukufi:na
=JsE IZ.Ebi9E.eS2SZSI lss ikotoomoten'ja lsg ikan 16o iko 161 ikitaina:

162 ikitotetamaran 163 ikito:nai 164 itemoraitat,
itemorotarae:n'jagana
ma')lme'fikmailglil 16s ikujaro 166 ikanaijaro:tli1,ikan jaro:E2
167 ikun'jaro 168 itajaro 16g ittanjaro,itanjarofa 17o taigaiamejaro
171 fUriso:ja 172 josaso:ja 173 bjo:kiraJiifa,bjo:kimitaija,
bjo:kimitaina 174 ameratiinafa,ameraJi,amemitaijast 17s takairaJii
l;F,takaimitaijaiZl,takaimitaina 176 itaratii,itamitaina
177 fu3isanmitaija
;elEFdi･!SZ/iliSeEfi ls6 ikukaikanka ls7 dareikuka lss naNja lsg darenato

190 dokozoni lgl itsujara lg2 e:nkana lg3 darejarunde
lg4 jarankotoarukai lgs kurunjate
E!ptelliiSVN 2o6 morota 2o7 kure 2os jatta 2og jattaka
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itz5V?IS‑)th 241 o:kini

657294 *[tw(th‑ngmeZ}

dek'aj;tlXlt.ma 147 okirijo 14s okinaakaN 14g madooaketems
lso madooakeri lsl ikinamalli ls2 ikunama,iei77h:iHtll ls3 itaraakaN
154 ikanaakaN{le,ikannaraNX}1,ikananaraN‑lt
desc'ax4gliSllfi lss jukure,iku{l}, ls6 oreiku$}1 ls7 anohananokireinakoto
kg'EbkiS･ittEtiSilll lss ikotomotoru lsg ikantoko 16o ikojo 161 ikitaina:
162 ikitotekanawaN 163 ikitaikotonai 164 itehotiZll
?Elkij･JSg/S,･fikmaiwsl 16s ikujaro 166 ikeeNjaro 167 ikuNjaro 16s itajaro
169 ittaNjaro 170 taipaiamejaro 171 diuriso:ja 172 josasoja
173 bjo:kiraSi 174 amedeto:?l 17s takaisoja 176 ottandeto:l}

177 diuzisammitaija
R:IFul.isciiklUII ls6 ikukaikehepka ls7 daepaikuka lss naNja lsg daedo

190 dokodoni 191 itsujara lg2 e:Njaroka lg3 darenajarumonka
194 jareheokotoaruka: lgs kurundeto:
}agpteXSI 206 morota 2o7 kure 2os jatta 2og jattaka
asVS' )iil:lil 241 o:kini

657332 Ajl!SIErfEdiKRMYEUinF±tr
dìi}･¥LLlt.eema 147 hajookija 14s hajookijankai 14g mado'aketepke,
madoaketekureruke lso mado:akenkat,mado:akejost lsl itaraakande,
itaraakaheoganass ls2 itaraakaN,iktnaiiiel]l,ikunast
153 itaraakande:,ikinajat}i ls4 ikanaikaN,lkanaakaNili,ikan:aNtw
deca.stggEXSI 15s iku ls6 oreikune ls7 ma:utsukufi:hanasaiten:a:,
ma:utsukufi:koto#.tli
kig'EbiiiE･it$iiSeil lss ikotoomoten:e,ikoomoten:ept lsg ikagiN,×iraN,
ikantoko$ 16o ikoe:tail,ikokaXll2,ikojaZli3 161 ikitaina:
162 ikitotekanan:e?E}i 163 ikitaikotoaragiN,ikitaikotonai,ikitanai
as{L>Zll 164 it:emoraitaineta!,it:ehofi:ne{ie,ViE

iEkS･gef/".･fiftmaiEifi 16s ×ikahan:otottigaukana$l1,×ikaharjawakaragiN

2t}l2,ikujaroas 166 ikaharagin:ototfigaukata!1,ikaharagiN?IE2,
ikaharagiTjarotoomeuZlll 167 Xikahan:ojaro,Xikahan:ototrigauka
168 ×ikahat:endetai1,×itekijahat:ajarotll2,it:ajaro$

16g ikahat:antfigauka$ll 1 ,ikahat:ande:El}tl! 2 ,ikahat:eEjarosc

170 ametotSigauka,Xamejarokaamejade:,Xtaigaiamejade:st,
taigaiamejarost 171 diurlso:na,xotfitekiso:na 172 Xe:dellll,Xe:,
×e:jo:piomount2,av･y‑‑v{l> 173 dokozowan:ototSigauka,bjo:kira":

#.ut 174 ameraSi:?Elll,amejato:Zl12 17s takaira":,takaineto:tli

176 jot:ento:?lli 177 diu3isam:itaina
REfldi'!fiEISEI]iEl ls6 ikukaikaginka,ik:aikaginka ls7 dareikuka,dareik:ja
I9g{}>21i lss nande lsg dareka,darezost lgo dokozopi,dek:apias.H.:

191 itsuzejai9,itaukafa lg2 e:nejaroka:dejarona:
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lg3 daregajarumopka,daregajaruka:st lg4 jarantookumonka
195 kurutekajo:,kun:etekajo
EIEpt!eililfi 2o6 morota 2o7 kurenke21i,kurest 2os jat:eNtai 2og jat:aka

6UllS')iStEfiI 241 e:nomo:teo:kip1,arigato:gozaimasulli

657379 Aj;t4:eergKSntIiewN=‑rz
thi?l.;!l{!kt .XS$ilfi 147 mo:okija,mo:okijahenke,mo:okijo 14s koraokijanka,

koraokijo,ikagep:ioki: 14g tSot:oaketekurehenke,tSot:oaketenke,
ttot:oakejoijlll lso koraakepka,koraakejanka lsl ikantokija,

ikantoorija,ikantoitenke ls2 itaraakando:,ikuna ls3 itaraakando:,
ikantokija2r ls4 ikanaakaN,ikan:aNIiiEIFili
dede.stqSeiSZSI 155 iku,lkue: ls6 waraikurija ls7 anohanautSukufi:na:

kM.tm･ntgiSXSI lss iko:toomotoNja lsg ikantoomotorutai,
ikantokotoomotorutli,ikantokotal 16o ikanke,ikorae: 161 ikitaina:
162 ikitotekanaN 163 ikitomonai 164 itemoraitailleF,ltehofl:sh
?[Eij･Iee!lk.fikeail2i$l 16s ikuntfauke,ikuNjaro 166 ikaNjaro,lkaheNjaro

167 ikuntotfioauke,ikuNjaro: 16s XitekiteNjaro,itaNjaro
169 itaNjaro 170 kit:oamejaro: 171 diurisoja 172 Xje:rijatr,

je:jonana:,je:toomoukerona: 173 guaiwaruinttinauke,guaiwaruirija
tli,guaiwari:raSi: 174 ameraSi:,amejat:ena:as 17s takairafi:,
takaiNjat:ena: 176 ot:arafi:,ot:ente 177 diu3isam:itaina
RiERdi.Miilre;l ls6 ik:jaraikaNjara ls7' dareikuja lss xnaJ:ijaetll,nando
tr2,Xnapike:ftntIl3 lsg daedo lgo dokodoni lgl itsudo lg2 jeokaina:,
je:jarokaina: lg3 darejarumonka2tEl,darejaropijeili/21!2,
darejarumoljketr3 lg4 jaraokotoarumonka21i lgs kuruNjat:eke
Ieeti2iSZ51 2o6 morota 2o7 kurenke,okurejatail,xmoraurijatll2 2os jat:a
2og jat:anketal 1 ,jat:ankatl 2

6US')iSlel 241 o:kiJii,jeraisuman:a:

657543 SqR5iF"iaswawrMltr
ta4).tStwt :.rw 147 hajookina:i 14s hajookipkana
149 ttottomadoaketepka lso hajoakenkana lsl Xakandzona
152 ittaraakaN 153 ittaraakaN ls4 ikannaeannoja
dede.dr49eiStEl ls5 ikuisa ls6 oeegaikuiNja ls7 anohananouitsutktuti:koto

kza･ebftiS.t¥ilXSI lss ikotoomottortu lsg ikantoko 16o ikejo
161 ikitaina: 162 ikitatefijo:nai 163 ikitanai 164 ittehoJi:
iPEftij･jlimak･likmaiSiSl 16s ikuEjaro: 166 ikeheNjarona: 167 ikzuNjaro:

168 ittajaro: 169 ittaNjaro: 170 tabuENamejaro: yl diulriso:ja
172 josaso:ja 173 bjo:kirali: 174 amejaso:ja,amejagenast
175 takaiso:ja,takaiso:jagenast 176 itaso:ja,ottaso:jagenaS,
ottaso:ja 177 thrud3isannojo:ja
eema･NEg.iSgfi ls6 ikkaikanka ls7 daregaikruka lss naNjana lsg dareka
lgo dokkapi lgl ttsutjara lg2 e:nkaina: lg3 daregajarva
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,

194 jacantookuimonka lgs ktllcuiNjateja
Ekptit21ISI 2o6 morota 2o7 ku:re 2os jatta 2og jattaka

il6V8S'pXM 241 o:kipiarigato:godzaimasdi‑lt,o:kipitll

657586 =‑gg;qRftasXgeqe/iSl
in<5･'rd'V' ･asiEESt 147 mo:okinaikaN 14s mo:okina 14g madooaketanna
150 madoaketanna lsl itaraakaN ls2 ikurna ls3 ittaraakaN

154 ikannaraN

dede.drgSeilX;l lss ikuasa,iktunna ls6 wafinaikur ls7 anohanakire:jana
PLNzz'aibilg･RgilZiEfil lss ikotomotorui lsg ikaN 16o ikanka 161 ikitaina:

162 ikitaina:21 163 ikitanai 164 ittehofi:
?[ES･Jli}af3St･dlXmaiEilfl 16s ikuidato:,ikuijaro: 166 ikeheNjaro: 167 ikusnojaro:

168 ittajato: 169 ittaNjato: 17o tabtuNamejaco: 171 ×dizkltteklso:ja,
diuatiso:ja 172 Xe:jato,josaso:ja$ 173 bjo:kirati: 174 amejaso:da,

amerari:,amejanenaS 17s takairafi:,takaioenast,takaiso:ja
176 itaso:ja,ottaso:ja9 177 diwd3isannojo:ja
eema･MIikkifl ls6 ikuikaikanka ls7 darenaikuika lss naJiika,nande,naNja$
189 dacekana lgo dokokapi lgl itstuka lg2 joinokana,joiljkana,enkana
193 darejarvamonka lg4 jaeantookuimonka lgs kutruinka!ie>,kturuiNjate$
leepttillSl 2o6 morota 2o7 oktunna 2os jatta 2og jattaka

a6VS' )ili51 241 artnato:godzaimasdi

657685 =‑Ege4Rkaswteswrma
fi4)･nttt ･geX$iSl 147 hajakuaokinka 14s hajakurokipka,
guadzdigurdzthtinaidehajookinkag 14g madooaketekuireljkag
150 hajo:akeokag lsl lttacaikaN ls2 ittaraikaNjanaika ls3 itteikaN

ig 154 ikaJiaikaNg
wasu･bl[[SereIl lss jurkwwag ls6 orelkurwa ls7 kire:janaig
kee,･EbftiE･itgi!tlifil lss iko:toomottorw lsg ikuamaig 16o ikojag

161 ikitaina:g 162 ikitaku:tetamacaN{le,ikito:tetamacaNSS,
ikito:tenacaNS 163 ikitanai 164 ittehori:
#ftEg･)Fi31fiS..tXeaiS251 16s iku:jaro: 166 ikaNjaro: 167 ikuiNjaDo: 16s tttajaro:

169 ittaNjaro: 17o tabuiNamejaro: 171 ×diuittekiso:jai;ll7 172 josaso:ja

173 bjo:kinojo:ja 174 amenojo:ja,amed3aso:ja$,amejaso:jasc
175 takaijo:ja,takaiso:jast 176 itaso:da,itaso:jast,ottaso:jaas
177 diuad3isannojo:ja
leiEFal･!SZ/lil}iffIfiL ls6 ikuikaikanka ls7 darepaikuika lss naNja lsg dareka

190 dokkapi lgl itsdika lg2 i:nokanag lg3 darejaruaka
194 jacankotoaeuamookag igs kuiruinka
}espt}eiEiSl 2o6 morota 2o7 ktuce,okuEre 2os jatta 2og jattaka

di}VS' )21Z51 241 atinato:godzaimasdi
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657743 =‑geil,meptfitiAZYIgErr

diiib.aitrtXh.$wa 147 hajookipka,hajookitekoljka 14s hajookioka
149 madoakejo lso rnadoakeje lsl ittaraikaN ls2 ittaraikaN
153 ittaraikaN ls4 ikannaeaN
whsu'suma 155 iktuwade 156 oceoaikua ls7 a:aeewauatsdikurfi:hanajane
kig･kbi9i.itgilXSI lss iko:toomotonneja lsg ikuimai 16o iko:janaika,
iko:jane:ka 161 ikitaine,ikitaina: 162 ittemitaina 163 ikitane
164 ittemoraitai,ittehoJi:
IPfeSg･)silj9ge.fiinviSZISI 16s ikuijaro: 166 ikafinkawakarandzo 167 ikurNjaco:

168 ittajaro: 169 ittaNjaro: 17o taburNamejaeo:
171 ×thurttekureurkawakarandzo,×dituciso:Jiinattekitane 172 josaso:ja
173 bjo:kijane:nkaine 174 amejajur:tottadzo,amejaso:janest,
amejaso:natal 17s takaiso:nane 176 itaso:jane,ottaso:natl!
177 ￠tud3isannojo:ja
eeIldi.MEkliEII ls6 ikurkaikanka ls7 darepaiktuka lss nanne lsg daredzokaiik,

dareka lgo dokodzokapi lgl itsthdzoka lg2 e:nokana
193 dareoajaeurmonka lg4 kittojatursa,ktttojattemtsetrusa
195 kuittllNjate
}reptLiitlfl 2o6 moro:ta 2o7 kuare 2os jatta 2og jattaka

asVS‑)iliSl 241 arinato:‑E,o:kiJiil

658088 *twthwt*twmetn
deiit･;:!lsiltt ･geiiSiSXijl 147 mo:okijojo:,hajookijojo:211 14s hajookijoso:,

hajookijankatai 14g madooaketekureruka:,madooaketejo:{l>g
lso hajomadoakejo,hajomadoakenkatr lsl ikunajo:,(yviFx)IYi7"tzb"‑‑‑
Zll 152 ikunama,1,yes7h;,stHt}l ls3 ittaraakandzo: ls4 ikanaakanne,

ikannanneT
cade.suqgempSl lss ikujo:,ikajo:tl! ls6 waeikuNjo: ls7 anohanautsukufina:

tr
kwt.tm.nt¥ivelfl lss ikotoomoteru lsg ikantoko211 16o ikorajo
161 ikltaina: 162 ikitotetamaraN 163 ikitanai 164 itehoSi:g
va･)NtflS･llEFSSiSgEII 16s ikujaro 166 ikaNjaro 167 ikuNjaro 16s ittajaro

169 ittaNjaro 17o osorakuamejaro 171 diuriso:ja‑lt,￠urisonaja‑F9
172 josaso:ja‑lt,josasonaja{eF 173 bjo:kiraStfaF,bjo:kiraSi:‑lt
174 amejaso:ja 17s takairaSizo21,takaiso:ja‑lt 176 attaraSi

177 diUzisammitaija
Se(Ildi･ISZESI2Sl ls6 ikukaikapka ls7 daeikukatl lss nanna,nannaeZll

lsg daedoS,daekalt lgo dokodoni lgl ltsuka lg2 e:nkana
lg3 daejarumopka21i lg4 jarantSu:kotoarukajo: lgs kuruNjate
Iee2iSiifi 2o6 mo:taS,morotaLl> 2o7 kure‑F,ke:jok 2os jatta 2og jattaka
asUSoSl21fi 241 o:kini{ie,,arinatoi#i
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658145 *[es3tLLigeSueas1[rMEUriB'M
ff}iii)'ni!!t .eeii3121251 147 hajookijojo: 14s hajookijapka 14g madoakejojo:

150 hajoakejo lsl ikunajo: ls2 ikuna ls3 ittaraikaN ls4 ikannanne
desc'sk4%glfl 15s ika21i ls6 waeika ls7 anohanautsukurina:?al

kK･tm･ektreifiI lss ikotoomoteru lsg ikeheNZ}i 16o ikorajo
161 ikitaina: 162 ikitotetamaraN 163 ikltanai 164 ittemoraitai
?Ekij･ew.U.,･fikmailViEl 16s ikujaro: 166 ikaNjaro: 167 ikuNjaro: 16s itajaro:

169 ittaNjaro: 170 tabuNamejaro: ln diurisoja 172 josasoja
173 bjo:kinojo:ja 174 amejatotll 17s takaiNjato 176 itaNjato
177 thuzisannojo:ja
jelFdi･NiiSIVfi ls6 ikukaikanka ls7 daeikuka lss nannar{e,naNjo‑k
189 daeka lgo dokozonl lgl itsuka lg2 e:okana lg3 daejarumopka

194 jaranttu:kotoaruka: lgs kuruNjate
waptiSiJ$l 2o6 mo:ta 2o7 ke:joZll 2os jatta 2og jattaka

6UNS')ikSi 241 o:kini
658330 AjwaSg!asitfii5ewnvti‑,‑
tS}rdi}.nt!t .5ww 147 mo:okijotll 14s okirapkae,okinkae,okijost
14g mado:aketenka,mado:akete:jotl! lso mado:akeokae,
mado:madaakehen:oka,mado:hajoake:jo,akejofpt9i$ll
lsl (sottSie)ikantokijotli1,(sotttie)itaraakande$li2
ls2 sottfieikina,sottSieikunaXII ls3 itaraakandetail,ikantokijolll2

154 ikan:araN,ikan:aNtw
desu･axt!glWijl lss ikude:,iku,ikaidekastLl> ls6 waripaikuNja,waraikuNja
ls7 ma:anohananoutsukuJi:kotoil;El},ma:anohananokire:nakoto

kN'kbXS'n¥ilXEI lss ikotoomotoru lsg ikaN,ikotoomowaN,ikeheN,
ikamaitoomotorutli,ikomaitoomotoru{},$l! 16o ikoja,ikojajo:,
ikehenka:lll 161 ikitaiNjakedo:=,ikitaina:ss,itemitaina'ss
162 ikitotetamaraN 163 ikitaikotonaitli,ikitainaitll,ikito:naiut

164 it:emoraitai,it:emoraitaitoomoukedo,×it:emoraitaiNjakedo:,
it:ehoSi:Njakedo:kiS{b,itehoSi:nd3akedoEiEii!ft21!
IPESg.ew.g,.fikasiSZSI 16s ikujaro:,ikud3aro:R9EiilfZ 166 ikaNjaro:,ikand3aro:

RiSiliZ 167 ikuNjaro:,ikund3aro:ftl}iSZ 16s itajaro:,itad3aro:YSiSI

16g itantotrinauka,itaNjaro:,itand3aro:RiSiSZ 17o tainaiamejaro:,
taipaiamed3aro:ilf 171 xamejana:,diuriso:jana:,×diut:ekiso:jana:
172 ×je:jarona:,josaso:jana: 173 bjo:kirali:#.,jamairafi:,
dokodowaruintotSiljauoka,dokodojanderuntotJioauljka 174 amerali:
21 1 ,amejaljenapt9Silf,amejaso:na,amejaso:d3aat 2 ,amejate:asLl>tl! 3

17s takairafi:, ×takairaSi:na:,takalso:ja, ×takaiso:jana:,
takainenaiiigili,×takaiNjate:nt 176 itapena,itaso:ja,itaso:na,
XitaNjate:nt 177 diu3isam:itaina,eu3isam:itainana:,
diu3isam:itaid3atr,diu3isam:itaid3ana:Zll
eema.Nlifiklfi ls6 tkukaikaljka ls7 darepaikupka,darenaikuNjal9Sili
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lss nand3a:,nande:l}l1,napijaro:,nando:lli2 lsg darekanalt.;,daredo
st 19o dokokaJii,dokodoJiidw lgl itsuka#.,maerit,itsujaratirankedo
as 192 e:nokana: 193 darenajarumooka lg4 jarandeka lgs kurupkajo:,

kuruN:= kun:oke:= kuruno:

ss

IagpttElilifi! 2o6 morota 2o7 kure:,jokose:,okurejotll 2os xjat:aNja,jat:a,

×jat:ade: 2og jat:ake:tai,jat:aka:
i}6US' )iStlil 241 o:kirii,sorjao:kiJii,sorewasorewa,do:modo:mo

658438 Egi;4Sme5gJ[IN{<E!
fak'#th.geiimefiI 147 hajookinasaijo 14s hajookinka
14g madoakenaakanna,madoakenasai lso hajoakepka
151 ittaraakaNakaN,ittaeaakanna ls2 ittaraakaNjanaika
153 ittaraakaN(akaN) ls4 ikannatannoja,ikannarandeno?El!
deca.blqSg2StEFI lss ikaideka,ikiMsa ls6 oraiku:Nja ls7 nantokiee:nahanajono
Z}l 1 ,nantokire:nahanajanatll 2
kig･eblkig.nSiSgEijl lss ikotoomototuiNjagano: lsg ikantoomouaNja,

ikitanaiwa 16o ikojasa 161 tkttaipija 162 ikitotekanaonano:
163 ikitanaiwa 164 itehoti:
ua.tw.e,.IikmaiS2Sl 16s ikutjaro:tE,ikutNjanaika 166 ikaNjaro:,
ikannojanaika 167 ikuiNjaeo: 16s ittajaro: 16g ittaNjaro:?li,
itaNjaeo: 170 tabutNamejanaikaino,osorakuiamejaro: yl diuiriso:jano,

×diuittekiso:ja 172 ×i:Njanaika,Xe:janaika,×josaso:janaika
173 bjo:kirari:,bjo:kijanaipka 174 amejaso:ja
175 Xtakaittua:janaika 176 ottaso:ja 177 thurd3isantokawaranno:,
diuad3isammitaijano:st
reERdi.NiptkS2Sla ls6ikkakankals7darepaikuikalssnaNjalsgdaredzo,
daredzooa lgo dokodzopi lgl itsthjara lg2 e:nogaeoka
lg3 darenajacuimonka lg4 jaraideka,se:deka lgs kuaruiNjatte
teeptkil2Sl 2o6 morota,xmototawa 2o7 kuare,xjondekuarek 2os jatta
2og jattaka,jattakajo21
asUSOiSZJfi 241 o:kinna

658735 EgZ4aslajtKJEEwrtwop
fi4t･ !I:l:Lltt .iosimeil 147 okijankare,okijapkaitr 14s okijankare

149 aketekuire lso akejo lsl ikansdina ls2 ikuina ls3 itaraikaN

154 ikannataN
tsde'axma 155 ikurwa 156 orenaikua ls7 anohanarutstukuaSina:

kl.tm･nj$ilZSI lss iko:tomotorui lsg ikaN,ikjaseN 16o ikanka,ikoja
161 ikltaina: 162 ikitotetamaeaN,ikitotefo:nai 163 ikitanai
164 itemoraitai
iPfEij.tsllf/",･tlikmaiSZIfi 16s ikuijaro 166 ikaNjato,ikjaseNjaro 167 ×itajaeo:

168 itajaro: 169 itajaro,itad3aro 17o tabulNamejaro,taburNamed3ato
171 diuariso:ja,diuariso:d3a 172 josaso:ja 173 bjo:kirari
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174 amejaso:ja 175 takaiso:ja 176 itaso:ja,ottaso:ja{},
177 ￠uad3isannojo:ja
fima'N#nkljSZifilm 186ikuikaikapkals7dacenaikkalssnaljkabl,nand3a,nand3ai

F,nandzoi.L lsg daredzoka lgo dokkapi,dokodzokapi lgl itstukatr
192 e:kaina lg3 dateljajaruamonoka lg4 jarankotaarurmooka
195 kurrurnd3ate
leepttiESI 2o6 morota 2o7 kurre,kurrenka 2os jatta 2og jattaka,kuiretaka
E}6V;tS')iSVifil 241 o:kiJii,×o:kiJiinatll

659044 $[tw(LLIwttsNili33:lt
tf}itf)･'rs'V"‑X･geiiEiSl$l 147 hajo:okinajo 14s hajookinkae 14g hajomado:akenatll

lso hajomado:akenasai‑lt,hajoakenkae‑F lsl ikantokinajo ls2 iku na
153 itaraakaNjo ls4 ikannannoja
wtsc'suma 155 ikujo 156 n;"oit,H,bokuikuNjajotr
ls7 nantoutsukufi:hanajana:tll,oinantoutsukuti:hanajanaika21
kig･wtle･itgiftSl lss ikotoomoteru lsg ikantokotal 16o ikorajo
161 ikitaina: 162 ikitatetamaraN 163 ikitanai 164 itehoSi:
EPEg!･ew.e,.EEkFfiiSglill 16s ikujaro 166 ikeheNjaro 167 ikuNjaro 16s ittajaro

169 ittaNjaro 170 tabuNamejaro 171 diuriso:ja 172 joimitaija
173 bjo:kimitai 174 amejaso:ja 17s takaiso:ja 176 itaso:ja
177 diud3isammitaijaZ>,diud3isannojo:ja.lt
SGifldi.!SZ/iftmiESI ls6 ikukaikagka ls7 darenaikuka lss nanna lsg daredo

190 dokkani lgl itsuka lg2 e:nkana lg3 darenajarumonka
194 jarankotoarukae lgs kuruNjate:J
wat;iSglfl 2o6 morota 2o7 kure 2os jatta 2og jatta"Ftll,jattaka‑lt
zaVS' )iiStESI 241 arinato:‑lt,o:kini{5,
659147 $wtLLI!liQIiMpttszf(IE]7tszf(

El)̀i}･XtE.SeeSVifil 147 mo:okijo 14s okitttu:taraokijo

14g madoaketekurenka lso madooakettaraake lsl ikunajo ls2 ikuna
153 ittaraakaNzo ls4 ikananaraN{},ikanaSo:ljanailli

deas'blma 155 ikajo 156 wafaikuNje ls7 anohananantoutsukuJi:na:{},
anohanautsukuSi:kotoSiLl>#i
Mh igN･enS･n¥XM lss ikotomotoru‑ir,ikotoomotoru‑lt lsg ikaN

,=

16o ikorajo:‑h,ikora‑F 161 ikite:na: 162 ikitotetamaraNff,
ikitotekanawaN9 163 ikita:ne: 164 itehoti:
IPEkij'JBIf7S,'tXasiSVil 16s ikud3aro:ilf,ikujaroen 166 ikand3aro:iS,ikaNjaro:
ff 167 ikund3aro:iili,ikuNjaro:xt 16s itad3aro:‑EIIf,itajaro:ff

169 itand3aro:ilf,itaNjaro:pt 17o tabuNamed3aro:'S,tabuNamejaro:wt
171 thuriso:da 172 e:jo:na 173 bjo:kiraSi: 174 amerafi:
175 takairafi: 176 ottarafi:iili,itarari:pt 177 diuzisammitaina
eema'!Siligiitlifil 186 ikujaraikaNjara 1s7 darjaikukafa,darjaikujaralJ)

188 nani:t lsg dairotr lgo dokodoni lgl itsudo2},itsuzetL!>
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lg2 e:nokana2eF,e:okana‑Fl> lg3 darjajarumooka
194 sentfu:kotowaarumopka lgs kuruNjate:
ieepttiltgl 2o6 morota 2o7 kurelr,kureokaZ}1 2os jatta 2og jattaka
toUilS' )ZSiSl 241 o:kini'Ffa,arinato:gozaimasita.lt

659300 fjwaEgEF#3JVINi±2Z

tfiiiit.?nfit .XiilSZijl 147 mo:okijo:,okirejo:2iE 14s okijo:$ll,okioka211

149 aketenka,aketekurenka,aketekurejo lso aketekuren:oka,aken:oka,
akenkast lsl itaraakande:,itaraakande:amunaizo: ls2 ikuna
153 it:araakaN 154 ikan:aran:od3a
whse.dr4ieliSfi ls5 ikuiku ls6 oreikujo:,oreikund3a ls7 ja:kire:nana:tal

kS.tm･Rgreigt lss ikotoomo:nd3a lsg ikantoko 16o ikojajoZll
161 ikitaina:tli 162 ikitotetamaraN 163 ikito:nai 164 it:ehoti:
ua')lee!7",'liinviStEE 16s ikundarofa,ikujaroYSSkff 166 ikandaro2,ikaNjaroftitkff

167 ikundaro{l>,ikuNjaroftieef 16s it:and3anaika,itandaro
169 it:andaro: 17o taipaiamedaro:,taipaiamed3anaika

171 ×diut:ekund3anaika,×thut:ekiso:natw,×diut:ekiso:d3a
172 ×end3anaika,josasonastGL> 173 bjo:kitotfioauka,bjo:kiraJi:st
174 amerali:2S,Xamethurund3anaika?31 17s takairati:tal 176 ot:anrati:

l,ot:aso:na 177 diu3isam:itaina
eema.!SZiikiltSl ls6 ikukaikapka ls7 dareikuoka lss nandaiZll lsg daezo

190 dokosopi lgl itsuzo lg2 jenkaina: lg3 darejarukaina
lg4 do:ritemojaruzo:Zli lgs kurut:eka

Ekemt 2o6morota2o7kurenka,kure2osjat:a2ogjat:akatai
zaUS' )iilZlil 241 do:moarinato:gozaimasu?iE1,o:kiJitdo:moo:kiJii212

659398 AM;4gwwr#twhfitsN
fitrtilr･;tr!2Fth.i!esiSiSl 147 bo:josorosorookirejo

14s nambeNiwasun:arahajookiranka,korjataigaipiokjanare‑F
149 madoaketat:ekurijo lso hajosepkaiSibutoijatsud3a lsl ikunajo
152 ikareN,itaraakNtal,ikunaut ls3 itaraakaN 154 ikaJla:naraNtr,

ikan:araNut
whsu'suqStEII 155 tkuzo: ls6 gejaikuwa ls7 nantoutSukufi:hanad3anea
kig'EbftiS.eSiiltSl lss iko:toomo:torund3o lsg ikaNzo:,ikantookuwa,
ikumaiut 16o ikoraire 161 ikita:nee: 162 ikito:tedomonaraN
163 ikito:na: 164 it:ehoti:neja{I},,itemoraita:oanea:st
?EESg.)tskf/sst.fiimaXl 16s ikud3aro: 166 ikand3aro: 167 ikund3aro:

168 itad3aro: 16g itand3aro: 17o o:kataamed3aro: 171 diuriso:na
172 ×i:zo:?Sl,josaso:nast 173 bjo:kiraSi: 174 amerati:211,amed3aso:na
*ll 17s takairafi:,taka:so:na 176 itarati:tal,ot:arati:tw
177 diu3isam:1tajo:na
rei!Fdi.SZE,SveER ls6 ikujaraikaNjara ls7 darejaikujara lss nan:arae
lsg dareka,darezoigEilf lgo dok:apiZll,dokozopiRiStl! lgl itsud3at:aka,

‑ 491 ‑

itsuzojalliSES lg2 i:okaineja lg3 darejarumon:ara
lg4 jarankotoarumonko',jaraidekal9S3kff lgs kurund3at:e:
Ie2pteetiSiliEl 2o6 morota 2o7 kurijo 2os jat:a 2og jat:ako:

i6VtS')ilSifi 241 korewado:moo:kiJii,o:kiJiio:kiJii

659420 ffN4SEFfftStikmut'aja
tfli<t･altrk･XiaikSl 147 hajookijo: 14s hajookinkakora:2 14g aketekurejo:
150 hajoakeoka:? lsl itaraakande:tli,ikarende:,ikunajo
ls2 itaraakantfu:nopiXli,gitosek:akuijon:opinapison:apiikun:aXli

153 itaraakaazo: ls4 ikan:aN
desc･dvtggXIl lss tkund3ajo,ikujoas ls6 orejaikuttjaze:

157 anohanawautsukuSi:na:
kl'en9e'ntt:i"Ei21tlfi lss iko:omo:joru lsg ikando?l1,ikantookoraiZli2,
ikantookoS 16o ikorajo{i}>l}i,iteko:janaeka 161 ikitaina:tl!

162 ikitotekanawaN 163 ikitonai 164 it:ehoSi:2,it:emoraitaiit
ikS'i9geS,.IikcaiSgEn 16s ikund3anaipko{},ikuntottipaupkol9sti

166 tkan:ejanaioko,ikan:ototJinaunkoss 167 ikund3anaiko,
ikund3aro:st 16s ita3aro:,it:suro:tll 16g tt:and3anailjko,it:and3aro:

st 170 dattaiamejanaigko,×da1taiamejadopt,taigaiamejaro:M,
taigaiamed3aro:itf 171 diuriso:na 172 Xe:zo:,josaso:na
173 bjo:ki3anainkaina:,dokusowarind3anainko{l}?iE,dokusowarind3aro:
Xli,bjo:kirati:st.±.k 174 amejat:ei:jorut}l,amed3at:eijoruRiSXII,

amed3atoetwTEIitll 17s takairaSi:#.,takaiijatoefaTEIi,takaitoe

176 ot:aajatoe 177 ￠u3isam:itaina
ftiYldi･iftEkk51 ls6 ikukaikanka,tko:kaikamaikaZll ls7 darenaikvka

188 nan:a: lsg dareka,darezotw lgo dokusopifailf,dokozopi$
191 Xdokusode,itsukast#.,itsud3aSlrapk5doff lg2 enkaina:
193 da:remejarumonka,darjajarja:jaitr lg4 do:titemojaran:aJi:a:,
jaraljkotoarumonkado'titernojarund3a lgs kurund3at:eka
eeiSZIfi 206 moro:ta 2o7 kureoka,kure 2os jat:a 2og jat:ako:
tobSoiStlfl 241 o:k1n:ee:tr

659501 =‑g3gRal#pt#Kkepaffftwr=‑tw
dèfi}･¥th.Xma 147 hajookii: 14s hajookinka 14g madoakenasai
150 hajoaketaranka lsl iku:nai ls2 ikuina ls3 itaraakaN ls4 ikanaakaN,

ikannaraN
tasc'skgSISItEEI lss ikur ls6 aiaikkaitli ls7 ma:uatsdikuaii:hanajana:

kg･EbY}.n$ilglll lss ikotomotorui lsg ikaheN 16o ikojail}! 161 ikitaina:
162 ikitakittekur$li 163 ikitonai 164 ittehoJi:
lffiSl.i{llf/S.,.fikPma 16s ikrzid3arona: 166 ikaheNjaro:,ikahend3aro:

167 ikurnd3arona:Zl! 16s ittajarona: 16g itand3anaipkai
170 tabuiNamed3anaiokai 171 diuaciso:jana 172 Xe:nd3anaipkai
173 bjo:kid3anailjkai 174 amed3attstuwai 17s takaiso:jana,
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takaittsutwai 176 itand3atstuwai,itaso:naff,ottaso:nalss
177 diuad3isannojo:d3ana,diuad3isammitaijana
fiiRdi.M:i$i51 ls6 ikuakaikanka ls7 dareiktujara lss nandoi lsg darekabl,

daisooailf lgo dokosopi lgl itsdika lg2 e:nkaina lg3 darejaruamondo
194 jattaruawai lgs kwrurnd3attei
twrefi 206 morota 207 kurre 2os jatta 2og jattaka
ltz}V'NS')reifi 241 o:kipi,o:kipiarinato:

660034 Jueiva*eeasM*eewrue/IEgeIYfwr
di74)'l!Mt '$}ii3SS21fi 147 okitekoijoi2;,okirojo:211,×okirejoXli2

148 madaokipkajonaJiiritoru 14g madoaketoite: lso madoakeokajo,
madoakerojo:,madoakerejo:lll lsl (sottfi:)ittfa:ikaNjo
152 ittta:ikandzo,ikunatr ls3 ittta:ikandzo: ls4 Xikannand3anaika

tli,ikannaNS
whsu.axg9Eikff1 lss iku,ikuzo ls6 orja:ikundazo ls7 anohana:utsukuri:na:,
anohana:kire:dana:{i,
kHei,･EbRig.ngilllfl lss iko:tomottoru,ikazutomottorust lsg ikandzo21
16o ikamaika,ikankajo,ikomaikajotal 161 ikitatna:
162 ikitakutetijanaina: 163 ikitakunaina: 164 ittemoraitaina:
ue'i{paS'tikFifiikS2 16s ikund3anaikana:,ikuzura:em 166 ikandzura:,
ikand3anaikana: 167 ikund3anaikana:,ikundzurast 16s ittsura,

ittazura 16g ittsuraXl!1,!ttandzurant2,ittandara?iE3
170 taite:amezuraS,taite:amedarast ln ximadiuttekuruzoi,
diuriso:daEieef 172 i:jo:dazota!,e:jo:dazo21 173 bjo:ki3a:naikana:ta!,

ambaiwari:jo:da$ 174 amedatte: 17s takaitte: 176 ottaso:da,
ottatte:stJE7 177 ￠u3isannojo:da,diu3isammitaidal9E$l!
rsEFS.iftEEiii51 ls6 ikukatkapka ls7 darja:ikuka lss nandajo lsg dareka
190 dokkapi lgl itsuka lg2 i:kana:tll,i:kaina:Zli lg3 darja:jarumoljka,

darja:jarazukant,darja:jarasukaimu lg4 jarankota:arumonka,
jarankota:arazukast,jarankota:arasukaist lgs kurundatte:
lgEptlltiSiSl 2o6 moratta 2o7 kurjojo 2os jattazo,kuretazoas 2og jattakajo,

kuretakajost
6VS')2StEE 241 gosso:samadesu21i1,arioato:gozaimasu212,
korja:aripataikotodegozaimasuta12

660137 l!EiMkeiSts#KrpJ[INrtgM2Ett:I
Ei74)'¥th'Xiimel 147 okirojo 14s jaijainannokondaokipa:okipa:
149 aketekuirjojare lso akeriaikaN3ane:kajare
151 (settfi)ittSanaranzojo,ikulnajo ls2 ittfanaraNzojo,sottfiikulna
st 153 ikul3anaizojo ls4 ikarla:naraN
whss.axqSIIiSl51 lss ittekurruazona:,ikuasa ls6 oreoaikurzojo,oreoaikuandazojo

157 nantoiurkire:najasafi:hanajo
kEtEy[.tm.re$iast lss ikattoomotterua,ikattoomottortu,ikazurtoomottorurst
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159 ikanzojo 16o ikamaika,ikaztuna:st 161 ikite:na
162 ikitakuatejo:oanai,ikitakuatero:nane: 163 ikuakota:ijadawa,
ikitakuanai$ 164 ittemoraitai
#Eig')6SIafIS,･diiFtgikM 16s ikuinzuEratli 166 ikankatiranna:,ikannozuira,

ikanzutrant 167 ikurnzurrajo 16s ittanzwral}l 16g ittanzuira
17o tabuin amezuara,taite:amezzllra,taioaiamezuara2 171 Xkiso:da{I},
diuiriso:dapt 172 Xjoka:naika,josaso:da$ 173 gwainawaruiiN3ane:ka,
bjo:kirati:ss 174 amedaso:dast,amedattfui:zo 17s takaitttut:zo
176 ottandaso:da 177 diur3isannojo:da
eema.MESk]Sl ls6 ikurkaikaljka ls7 darenaikuaka lss nanijo lsg darekana
190 dokkani lgl itsuaka lg2 i:nokana: lg3 dareoajartumonoka
194 jarantSur:kotopaarurmonoka lgs kuirurndatte
IliEpt!eliElifit 2o6 moratta 2o7 kuarjo 2os jattalll 2og jattaka

toLNS')iEJ;l 241 gote:ne:samanigorimpaiSiteokrtirete,

ojapene:StmpaiSiteokturetesurimasenanda,
ojapene:JimpaiSiteokturetesuamannam
66O352 LLII}{!4/ ntElljEas‑Ei!iJlIEI]ABl!N

E}iiltr.tw･iNa$XEEI 147 haiokidejoil5 14s madaokino:kahaiokidejo

149 mado:immeiaketekuljo: lso madaaketta:kuleno:kattudomadoakero
lsl itttodejooi;I;/21! ls2 ikuna{},ittfojo ls3 ittSa:ikeno:deZll

154 ikana:nalano:jo
desc.skgSeEilZSI 155 ikudai ls6 olenaikudai ls7 mide:anohananokile:nokoto

iekk.tm.reSiSgEl lss ikazutoomottelu lsg ikumai,ikanai 16o ikaza:,
ikazujo 161 ikitaina: 162 ikitakutenalano:ni 163 ikitaka:naijo
164 itteuketaldai
iPEkig･ew.e,･{fffigSiSl 16s ikula 166 ikanulajo 167 ikudulani 16s ittula,

ittadula 16g itto:dula 17o o:kuamedulajo ln diulineda 172 jooeda
173 bjo:ktlari:jo 174 amedattu:jo 17s takaitSu:jo,takaioeno:
176 ito:tru:kotoda 177 diu3isannojo:do:ni
Rifdi･!SZig.iSgEII ls6 ikukaikano:ka ls7 daiepaikudo:ka lss nani lsg dalekana

190 dokokani lgl itudaka lg2 joikana: lg3 daleoajalumonoka
lg4 tinaikotoljaalmonka,jalanaikotonaalmonka{l> lgs kuludo:teka
twaptilXSI 2o6 uketo: 2o7 kuljo: 2os kuleto: 2og jatteka
ll6v8‑ )iS2Sl 241 o:kini
660368 LLiS54/ ptElljewS±scjEau)kff

detti).anfts!k .Xma 147 hajakuokiroti 14s paNpaNokiro 14g mado:akeroSi
150 paNpaNakero lsl (hottJi:)ittrjoti ls2 iku3ja:ne:jo
153 ittSja:iken jo ls4 ikane:naraN
whsu'zzgS$Xlfl 155 ikujo ls6 oreoaikujo ls7 anohana:kire:dana:
kZ.wtlg.nSiSafi lss ikakkatoomotteru lsg ikantoomotteru 16o ikada:
161 ikite:na: 162 tkitakutetamaraN 163 ikitaka:ne: 164 ittemore:te:
‑ 494

IPIEij.)tsee/S.fikeaiS2iifi 16s ikurajo 166 ikanrajo 167 ikuzurajo 16s itturajo

169 ittazura 170 amezurajo 171 thuriso:da 172 josaso:da
173 bjo:kizuraka 174 amedattSju:jo 17s takaittSju:jo 176 itattfju:jo
177 diuzisannojo:do:
raiilal･iSiESS2Jfi ls6 ikukaikanka ls7 darenaikuka lss nanda lsg dareka211

190 dokkapi lgl itsudaka lg2 i:kana: lg3 daren jarumonka
194 jarankonpaarumonka lgs kurudatte
iS$eeSi?Etlfit 2o6moratta2o7kurjo:2oskureta2ogkuretaka
asb?IS')iitSl 241 gossosandesu

660401 LLAggRmpRwtiStrwr=‑TH
fitr4).4illt{iL.ifiifMfi 147 ammariosokunattJaikenkaraokinasaijo

148 dame3jankehajakuokiroSi 14g mado:aketokureg
lso mado:akenedame3janke lsl ittSadamedajo,itttotijo21!
152 ittfadame,ittJotita! ls3 ittSa:iken je ls4 ikaJlja:naraN
desu.dr4Sgiltlfl 15s ikujo ls6 oreljaikujo ls7 anohana:kire:dane,

anohana:kire:dakoto
kl.2EbftiE.itgikSl lss ikakkatoomotteru lsg ikume: 16o ikada:
161 ikite:na: 162 ikitakutetamaraN 163 ikitakune: 164 ittemore:te:
lffIS.nvlee.IIikFma 16s ikuikura 166 ikanaira 167 ikuzura 16s ittura
169 ittazura 17o tabuNamezurajo21! 171 ￠uriso:da 172 josaso:da
173 bjo:kirafi 174 amedatttu:jo 17s takaittSu:jo 176 itattSu:jo
177 diu3isannojodo:

eema･Mi"ikSiSln ls6ikukaikankals7dareNikukalssnanda:lsgdarekaN
190 dokkani lgl itsuka lg2 i:kana lg3 dareNjarumonka
lg4 jarankoNartkkone:3janke{l>,kittorirujo{Ii, lgs kurudato
Iagt2/ilZM 2o6 moratta 2o7 kurjo: 2os kureto: 2og kuretaka
asVSoilggl 241 ooossandesu

660536 LLAt4±nMknwrLltR7k

ditfS.al:tl:Lk.2fitZliSZM 147 hajakuokirojo 14s azeokinja:da 14g madooakero

150 azemado:akenja:da lsl (sotfie)ikuna ls2 azesottSieikuda
153 iku3ja:nja:zo ls4 ikanakja:naranjazo
whde'bl4SISiffl 155 ikujo ls6 oreoaikujo ls7 anohanawaanttu:kire:nahana

dzurana:
kk.EhkiE.itgilgfi lss ikube:tomotteru lsg ikumja: 16o !kube:jo
161 ikitta:na: 162 ikitakutetamaranja: 163 ikitaka:pja:
164 ittemorja:tta:
va.)EIXi5.fikesiSZJifil 16s ikube:jo 166 ikapja:dzurajo 167 ikudzurajo

168 itturajo 169 ittadzurajo 17o tfa:tiamedzurajo 171 ×diuttekiso:da
172 iijo:da 173 bjokirafi:,bjokidzurajo 174 amedattJu:jo
175 takja:ttru:jo 176 itatttu:jo 177 diuzisannojoda
Eifdi.Mi"ikasipt ls6ikukatkanja:kals7dareljaikudzurakalssanda
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189 darekaoa lgo dokkapi 191 itsuka lg2 i:dzurakana:
193 Xdrenajarumonka lg4 jaraJija:kota:arumonka lgs kurutru:noka
teeptltiSZSI 2o6 moratta 2o7 kurjo: 208 kureta 2og kuretaka
asVSOilZSI 241 arioatonozansu
66O736 ISItniasiHTNiliLitJNL[JMiE]"

fStitSilr.il!;siltt ･5ma 147 okinasaijo 14s hajakuaokinasaijo 14g madooaketejo

lsO hajakuaakenajo lsl ikuanajo ls2 ittfadarnedajo ls3 ikurd3anaijo

'
154 ikanakja:nannai
desu'axgSliftSl 15s ikurjo ls6 orenaiktunda ls7 anohana:kire:dana:

F"Jg.enIE･nYiSi51 lss ikuabe:toomotterur lsg ikane:na
160 ikurbe:d3a:ne:ka 161 ikite:na 162 ikitaimondana: 163 ikitakurnai

164 ittemoraitai
ma'ew.e,.IIXmaiSglifi 16s ikuadambe:jo,ikuidaro:jo,ikzllbe:jo

166 ikane:dambe:joXl! 167 ikuindambe:,ikurndatojo 16s ittambe:

16g ittandambe: yo amedambe: ln ×diuittekiso:da 172 josaso:da
173 bjo:kiraft: 174 amedatojo 17s takaitojo,takaiso:dail#.
176 ita:tojo,itaso:da#. 177 diuad3isannojo:da,diurd3isammitaida
eeas･NftSStifl ls6 ikuakaikanaika ls7 darenatkurka lss napijo lsg darekana
190 dekokapi lgl itsurka lg2 i:nokana: lg3 dareoajartumonka
194 jaranaikotooaarurmonka lgs kurrtutte
Ieet!2ilgEEI 2o6 moratta 2o7 kurrejo 2os jatta 2og jattaka

bbS')iSiSl 241 korewakorewasuiimafieN
66o7s1 *ltAJIlwtptEiiasptJrIIH]'NJK

fi4t･'rdk' ･lsw:Wfi 147 okina 14s okiro 14g akena lso akero
151 (sotttie)tkuna ls2 sotttieikuna ls3 ittSa:ikene:

154 ikanakja:nanne:
whsu'bl4lj(IilUfi lss iku ls6 orepaikunda ls7 anohanawakire:dana:
ilXeq'eei}･ngiS2iifi lss ikube:toomotteru lsg ikume: 16o iko:jo,ikube:jo

161 ikite:na: 162 ikltakvtetamanne: 163 ikltakune: 164 tttemoraite:
?IEEe.sc!ZSI･fikeeiSesl 16s ikudambe: 166 ikane:daro:,ikane:dambe:iS

167 ikundaro:,ikundambe:ilf 16s ittadaro:,ittadambe:{l>
169 ittandaro:,ittandambe:{l> 17o tabuNamedaro:,tabuNamedambe:{l>
171 diuriso:da 172 josaso:da 173 bjo:kiraSi: 174 amedaso:da
175 take:so:da 176 itaso:da 177 diu3isannojo:da
eera.!scESSi]Sl ls6 ikvkaikane:ka ls7 darenaikyka lss nanika lsg darekaoa
190 dokkani lgl itsvka lg2 i:nokana lg3 darenajarumonka
194 jarane:kotonaammonka lgs kurundatte
waptiSZSI 206 moratta 2o7 kure 2os jatta 2og jattaka
asVS')iESI 241 arinato:
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660891 *tliAJII.ngeciEGklkX=‑eeEIT

ink･IXtLlt.rw 147 hajakuokinasai 14s hajakuokiro 14g madooakenasai
150 madooakero lsl (sottrie)ikanainojo ls2 sottfieikuna
153 ittewaikenai ls4 ikanakjaikenai
dede'sung2iSglfi 155 iku ls6 orenaikunda ls7 anohanawautsukuii:koto
kki.2EbEig･t$ilS$l lss iko:toomotteru lsg ikanai 16o iko:jo 161 ik;taina:
162 ik;takvtetamaranal 163 ikitakunai 164 ittemoraitai
?kij'ew".{ikmailZSI 16s ikudaro: 166 ikanaidaro: 167 ikundaro:
168 ittadaro: 16g ittandaro: 17o tabuNamedaro: 171 euriso:da
172 josaso:da 173 bjo:kirari: 174 amedaso:da 17s takaiso:da
176 itaso:da 177 diu3isannojo:da
eema.5iiiSgSl ls6 ikvkado:ka ls7 darepaikvka lss nani lsg darekana
190 dokokani lgl itsvka lg2 i:nokana lg3 darepajarumonka
194 jaranaikotonaarumooka lgs kurundatte
leetE/illSl 2o6 moratta 2o7 xippoN 2os jatta 2og jattaka
toUS')2Stlfi 241 arioato:gozaimasu

661008 esEFwtTSiS5#K?fiWesJNFvaWes
tS}i<lr';isui :t ･eeiljliliEl 147 hajookitekoijo,haiokitekoijo

148 <tvx>i:kure:piokjo:2]!,<t?x>i:kuare:piokipa211
149 jaimadoaketekuarejare lso akjottaraakenkananifitorua
151 (sottfi:)ikva3ane:zo,(sottSi:)ikuanajo ls2 sottJi:ikuanattekotojo
153 ittta:ikando ls4 ikapa:narantokojo,ikapa:naranbajo
wtsu'blq%gfi 155 ikur ls6 orja:ikurnojo ls7 anohanakekkodana:2tai,
anohanakire:dana:kiE*Yftr
kwt･aEbftiE.egiSiSl lss ikazuatoomotteirurM,ikattoomotteiruri!k lsg ikanzo

160 ikame:ka 161 ittemite:na:,xikite:na:$
162 ikitaktuteto:nane:na:,ikitakuatefo:nane:baja 163 ikitakvane:
164 ittemoraite:
lffSl.IsuZEi.fiknvXSI 16s ikurnzvara,ikurbazurrajo 166 ikanzuara 167 ikurnzuara

168 ittsurra 169 ittanzurra 17o amezuErajona: 171 thzurtso:da

172 i:jo:dana: 173 dokkawari:jo:dazo,ambe:eawarruso:dazo$iili
174 amedattejo 175 take:ttejo 176 ottattejo 177 diua3isannojo:dana:,
diut3isaNmite:dattta2‑l;,diui3isaNmite:dast
;elRdi･ttESIe51 ls6 ikrukaikanka ls7 darjaikuandaka,darjaikurkast,
darjaikvabakaftigili lss nandajare lsg dareka lgo dokkapi
191 itsWdattaka lg2 i:nzurrakana: lg3 darjasezur,darjajarazuaka

194 jara3a:jo,jarapkota:ne:zo$ lgs kuaruatteka
leapt;tiStSl 2o6 mutratta 2o7 kuirjo 2os ke:ta 2og ke:taka

MVNS")iStlSl 241 okataSike

661115 asK'FtXgts#tsfflvF!tLltgM
ffi7iit･Xtk･geii3SiSZIil 147 okinajo 14s

madaok!nnoka 149 madooaketekurnna
‑ 497 ‑

15o madoohajakurakeoka lsl iku[na ls2 ikuina ls3 ittfa:ikeN
154 ikaria:naranai,ikaJia:naraN{l}>
tasc'skgSE$glfl 15s ikur ls6 orenaikur ls7 kire:nahanada
kK･tzli9S･ntEtiiE]iEl lss ikattoomottorua lsg ikanzo 16o iko: 161 ikite:na:
162 ikitakurtetamaranai 163 ikitakurnai 164 ittemoraitai,

ittemulraitaipt

'
IPEtij')iacfeS.,･fikeeiiZlfi 16s ikmuzuara,ikurrafa
166 ikanra 167 ikurnzuara
168 ittsUtra,ittaztllra$ 169 ittanzrura 170 amezutra 171 diulriso:da
172 josaso:da 173 dokkawaruaizo?Ell 174 amedaso:da 17s takaiso:da

176 ottaso:da 177 diur3isannojo:da
fima.!SigEila$iL ls6 ikuakaikanaika ls7 darenaikuaka lss napika lsg darekana
190 dokkaJii 191 itstllka lg2 i:nokana lg3 darenasuEruimonoka{}>,
darenajaruimonkalll lg4 jarapkotonaarurmonkag lgs kturuandatte
IgSptileiSiEEI 2o6 moratta,murratta{Fiili 2o7 kurrjo: 2os jatta 2og jattaka
6Vx8S')ijSliifil 241 arinato:gozaimasur,itadakimasur{},iAl

661368 LLA!;4ggfi$#K9ptEU:itrc
tfùtitr'tw.ma 147 e:kaljendeokirojo 14s hajakuokironapjo:titeruda
149 made:aketekurjo:jost lso sokoakero,mado:akerost
151 (muko:ewa)ittfojo ls2 muko:eiku3jane ls3 iku3ja:ne:zo
154 ikapja:naraN

wtss'blgS2ikSt 15s ikusa ls6 oreNika:,oreNikuda ls7 anohana:kire:dana:st
kwt･Etsii･ei.tEJgilg51 lss ikakkatoomotteru lsg ikume: 16o tkada:

161 ikite:na 162 ikitakuteSijo:pane: 163 ikitakune 164 ittemore:te
iPkS･ew.e,･tikmaXSI 16s ikura 166 ikanra 167 ikuzura 16s ittazura,
ittozura 169 ittazura,ittozura 17o tabuNamezura 171 diuriso:da
172 josaso:da 173 bjo:kirafi 174 Xamezurajo 17s takaiso:da
176 itaso:da 177 ￠uzisannojo:da,￠uzisannojo:do:
eema･iftftkkll ls6 ikukaikanka ls7 daren ikuka lss nanda lsg darekaN
190 dokkani 191 itsudaka lg2 i:zurakana lg3 dareNjarumonka
194 jarankonpaarumonka lgs kurudatte
}eeptltikSl 206 morato: 2o7 kurjo: 2os kureto: 2og kuretaka{e,kureto:ka

bVSoiRSI 241 ono:sandesu
661512 LLIIIIE4/ za‑±$MiliLitiiliN

ffbEit･mb!t .XifitEit 147 hajakuokirojo 14s hajakuokiro 14g mado:akerojo
lso hajakuakero lsl ikunajo,ittSoE ls2 ittSo'ili,ikuna#.

153 ittSa:ikene:jo ls4 ikanakja:narapia
dess.blggEiS2Sl lss ika: ls6 orenaika: ls7 anohanakire:dana:
kE,i,,i･ebi9}.eStiSX$l lss ikube:toomo: lsg ikane:,ikanja:iS 16o ikube:
161 ikite:na 162 ikitakutetamarane:,ikitakutetamaraJija:'EIi
163 ikitaka:Jija:'E!f,ikitakune: 164 ×moraite:
IPEEgl.JSIf7ctt.fikeeljSiEfi 16s ikurajo 166 lkapja:ra 167 ikuzura 16s ittsura

'
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169 ittanzura 170 tabuNamezura 171 diuriso:da 172 josaso:da
173 bjo:kiraSi:na: 174 amedatte,amedaso:da 17s take:so:da
176 itaso:da 177 diu3isannojo:da
kEFdi.!StikSS$l ls6 ikukaikapja:ka ls7 dareoatkuka lss nanda lsg darekapa
190 dokkani lgl itsuka lg2 i:kana lg3 dareoajarumonka
194 jaraJija:kotonaarumonka lgs kurudato
Ical!ififSl 2o6 moratta 2o7 kunna 2os kureta 2og kuretaka
zabSOiSafi 241 gottiso:samadesu.ll.:
661589 gemaMERI;IllevJNLLiHU7rm
6}i41';!l{Iht 'geiSlilZSI 147 okinasaijo: 14s d3ikandakaraokirojo:as

149 mado:aketekunnee:kana: lso mado:aketetSo:dai,mado:akero:{e
lsl ikanaide:,lttta:dameda$ ls2 ittta:dameda:,
ikunatteju:pinadeikudast ls3 ittta:ikenaijo ls4 ikanakja:nanne:
masu'blq%tlfl 155 ikujo 156 wafinaikundajo,orenaikundajo,orepaikudast
157 anohana:kire:dana:supoina:,
anohana:mitakotone:kendoi:hanadane:er
ka.Ehftig.ntStSIZSt lss ikube:tomotteru lsg ikaneth,ikanee: 16o ikube:jo
161 ikiteaena: 162 ikitakutetamannefe 163 ikitakunEte,ikitaka:ne:st
164 ittemoree:tee:na:

IIEij'ua4.fikmaiSafi 16s ×ikukamofinnee:na:,ikuzurajo,ikurajo
166 ikanae:zura,ikanee:ra,ikanee:rajo 167 ikuzurajo,ikurajo

168 ittsurajo 169 ittsurajo,ittadaro:jo 17o tee:te:amezurana:
171 thuriso:dana: 172 ×i:na:,×i:3a:nee:kana:,josaso:dana:,
jokariso:dana:iS 173 bjo:kirafi:,bjo:kimitee:da 174 amedattejo
175 take:dattena: 176 itattejo: 177 thu3isaNmitee:dana:,
thu3isammitee:dana:
eema.NliEniltl$l ls6 ikukaikanee:ka ls7 dare:ikuka lss nanda lsg dareka
190 dokkapi lgl itsuka,itsudaka,itsudakkeka lg2 i:nokana:
193 darenajarumonka,darejarumopka lg4 jannee:tte:kota:netesa
195 kurudatte,kurutte
E2tngSgEE 2o6 moratta 2o7 kurjo:ja: 2os jatta,kuretal 2og kuretaka,

jattaka
asVS')iliSt 241 ja:arinato:mo:takene:,wari:na:mezurasi:mono:
661743 pakJll.geiW,N,tsilififiist

tfaft.ditsilt.ime;iRSI 147 mo:okina 14s hajakuokinasai 14g madoakete

150 madoakenasai lsl (sottJi)iguna ls2 sottSiittJaikemaseN
153 ittra:ikene: ls4 iganakja:ikene:daja
wtsc'blny9E2StSl lss igujo ls6 orepaigujo ls7 anohana:kire:dana:

kk.kbi9g.XgSSt$l lss igube:toomottenda lsg igane: 16o igube:ja
161 igite:na: 162 igitakvtefo:nanne:ja 163 !gitakune:
164 ittemore:te:
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iEEtS.nvIS.･fikealjl2Sl 16s igudambe: 166 lgane:dambe: 167 igudambe:

168 ittambe:,ittadambe: 16g ittandambe: 17o tabuNamedambe:
171 Xokkotteklso:da 172 josaso:da 173 bjo:kiraSt: 174 amedaso:da
175 take:so:da u6 itaso:da 177 diu3isannojo:da
ftiful'iftEli;tEII ls6 igukaigane:ka ls7 da:reoaiguka lss nanijo lsg dareka

190 dokkani lgl itsvka lg2 i:nokana: lg3 darenajarumoljka

194 jarane:kotopaarumonka lgs kurundatte
IeepttiStifi 2o6 moratta 2o7 kure 2os jatta 2og jattaka

SV8t)iilZM 241 ariuato:

661788 *EIikJ[Iwtmuili#ff
tf}i<tr'ajiMt :.rw 147 mo:okiro 14s hajakuokine:ka 14g madoakero
150 akerosettaraakero lsl (moko:e)iguna ls2 moko:eiguN3ane:
153 ittJaikene: ls4 iganakjananne:
desc.suggerefi 155 igu 156 orenaigunda ls7 anohana:kire:nahanadana:
kg･Ebl9g･ngiSg$l lss igube:toomotteru lsg igane: 16o igane:ka
161 igite:na: 162 igitakvteto:nane:dajo 163 igitakune:jo
164 itternoraite:
#kij.relf9S,･{ikma21tlfl 16s igudambe: 166 klttoigane:dambe: 167 igundambe:

168 Xittambe:tomo:jo 16g ittandambe: 17o tabuNamedambe:
171 Xokkotteklso:da 172 josase:da 173 bjo:kirafi: 174 amerati:
175 take:rali: 176 itandatojo 177 diu3isannojo:da
fima･5ZliSafi ls6 igukaigane:ka ls7 dareiguka lss nanda lsg darekalja
190 dokokani lgl itsvka lg2 i:nokana lg3 dareljajambe:
194 jarane:kotooaarumonka lgs kunnokajo:
waptiSZJiil 2o6 moratta 2o7 kure 2os jatta 2og jattaka
il6VtF')iSZiEgl 241 do:moaripato:

662015 nvXTeiSgts#KwsNdiwr
tfl7̀;)'rf!t .iSiiSiSZilifil 147 hajakuokinaNjo,×okiraSJaillE 14s hajakuokijo,

hajakuokjo?EII 14g mado:aketokunna,mado:aketekunna,mado:aketekure,
mado:aketekurjoas lso mado:akjo lsl (sottti:)ikunae,
(sottfi:)ikunana ls2 sottSi:ikuna ls3 ittewaikaN,ittJa:ikaNth
ls4 ikanakja:naraNZII,ikapa:naraNstEilll
tsde･sktlSerefiS lss iku,ikusass ls6 orenaikuda

157 anohanawanantarautsukufi:ra,anohanawanantarakire:zura
kigs.2enSE･nse2k]$l lss ikattomotteru lsg ikaNt}i 16o ikamai?E}i1,ikamaika
Ii9}Zl12 161 ikitaina: 162 ikitakutetamaraN,ikitakutefo:nanaist

163 ikitaka:nai 164 ittemoraitai,ittemuraitaist
iEES･SRf7S,･fi:eeiSgifil 16s ikuzura9,ikudarazuss,×ikudaraY}tli1,ikuratll2
166 ikanaira,ikandzurast 1 ,ikandarazust{l>lli 1 ,ikandaraRiSZI1 2 ,

kittoikanrant3 167 ikuzuralll1,ikundzuraat1,×ikundaraat2,
ikunral9EiZII3 16s ittsuralll1,ittazura21i1,ittaraL!>,×ittadaraft9g?Eli2,
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ittadarazussll> 16g ittandzura,ittandaraem,ittandarazuasd>
17o tainaiamezura,amedazura, × amedaraZli 1 ,amedarazuftiEXII 2

171 diuriso:da21Il 172 josaso:da,jokariso:daRntf 173 bjo:kiraSi:,
bjo:kinojo:da 174 amedaso:da,amedattSu:ss,amedanenakil:llti>
17s takaijo:da,takaittfu:wast,takailjenaiwt {l> 176 ottaso:da,
ottatttu:st,ottaoenaasLl>Z 177 diu3isannojo:da,thu3isammitaidatll
eema･!SiEiSSZM 186 ikukaikanka ls7 dareoaikuka lss nanda lsg darekana

190 dokkapi lgl itsudattaka lg2 1:nokana:,i:pkana:ss,i:dakana:ff,
i:ndakana: lg3 darenajarumooka,darepajarazukast
194 jaraokotooaarumonka,jaraokotonankaarazukass lgs kurundatte=
Iesptlean 2o6 muratta 2o7 kurjo,kurjo: 2os kuretant,jattatr 2og jattaka,
kuretakast
6VS')iSiliE 241 arioato:gozaimasuXli1,arinatojoZll2

662070 ptanzaatrftS2SEewiErtwwijt5
ffilrii}.;I;{Llt.gfiEii31ili51 147 ma:okinka,okijojo,×okinsaijotll,×oktnasaitai

148 taite:niokijo 14g aketekure,aketekurjo: lso taite:niakejo
151 ikuna ls2 sonnaho:eikuna,ikud3a:nai ls3 ittra:ikaN
154 ikanja:ikaN,ikanja:naraN
dess･skngeiSglifiI lss ikujo,ikusast,ikand3aiS ls6 muroNoresa

ls7 konohana:kire:dana:,ma:kire:nakoto,nantarakire:dajo
kk.evikiE.2gikSl lss ika:tomottoru lsg ikamai 16o ikamaikatll,
ikomaikaLL>,id3akig212 161 ikitai 162 ikitakutefo:panai
163 ikitakunai 164 ittemoraitai
ffij'ewS.fikPiastEE 16s ikudara:,ikudara:dzu,ikurast 166 ikandara:,
ikandara:dzu,ikanra 167 ikudara,ikudzura 16s ittadara:,
ittadara:dzust,ittsura 16g ittadzura,ittadara 17o amedara:dzu,
amedzura,amedara 171 thuriso:da 172 josaso:da 173 bjo:kiraJi:
174 amedage:na 17s takaidage:najoL2J ,takaige:najo 176 ottadage:na{!>,
ottage:na 177 diud3isammitaida
eef/S.iSZftSglfi 186 ikukaikanka ls7 dareoaikuka lss nanda,nandaja:,
XnandaNiile21! lsg darekana lgo dokkani lgl itsuka,itsudattaka
lg2 i:kana:,i:kaina:fa,i:dakaina:nt lg3 darepajarumonka,
darenajarasuka,darepajara:ka lg4 jarand3aisc,jarutotekilrd!
195 kuru:u=,kurutte:=
I{;kptlleililfl 2o6 moratta 2o7 okure,kurjo:Zll 2os kuretejatta 2og jattaka

asUS' )iS2Sl 241 gote:ne:nisummasendeStta,arioato:godzaimarita
662107 eeilvaF{l+Sts#tsrkts2st!t*llNptEU'

6i7ii}'#th･iEil3Sl21$l 147 ×mo:okinaitod3ikandajo#.,mo:okjojoZl!

148 Xoimo:okinbitogohandazo.±.k,mo:okjojo
14g ×mado:aketeku:kiWoirero,mado:aketaho:nai:zo lso mado:akenka,

mado:akjo:jome1,mado:akerome2,mado:akereiS2113
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151 (hoisottfije)ikunajolli ls2 sottSi:ittra:damedajo
153 ikund3anaijo,ittta:tkendzo ls4 ittekoJia:naraNjo,ikaJianaraNS,

ikannaraNth
deca'drggeik51 lss ikusa ls6 orenaikujo,orenaikuWe:nt1,orenaikundajo

nt2 157 anohanawakire:dana:
kzz･enst･itg21ViE2 lss ikattomottorujo lsg ikaNzo: 16o ikuma'i"ka
161 itternitaina: 162 ittemitaVina:tll,ikitakutetamaraNjo,
ikltakuteto:naijo 163 ikitakana"i'na: 164 Xikaoka:?iE,ittemoraVitai
#tij･ew.e,･fikasiwa 16s ikund3aro:,ikuzura$ 166 ikandaro:na:tli,ikanrajo

pt,ikandzurajo21,ikand3aro:na:ut 167 ikuzurast,ikurast,
×ikundarall9SZI! 16s ittandzura,ittsuraS,ittazurast 169 ittandzura
170 amezurajo 171 diuriso:da 172 jokariso:da 173 guwainawaruso:dana:
174 amedattejo:,amedatto:jost,amedatfu:jost 17s takaitJo:na
176 itattfu:na,itatto:na,ottatSo:nass 177 diu3isaNmitaidana:
eema･NE"iiE51 ls6 ikukaikaNka ls7 dareoaikundaka lss nandajo lsg dareka
st,darekanast lgo dokkapi lgl ltsudattaka,itsudaka lg2 i:kana:,
i:rakana:$ lg3' darenajarumonka lg4 jarazukaeS 195 kurundatte=
waptileSl 2o6 moratta 2o7 kure:,kurjoili 2os kuretajo 2og kuretaka
36V?IS')XSI 241 mo:Sakenaltto:daifimasu,sumaNna:tai
662177 gema.IEIS8Naszl(egIilTttl!BVmu

fftr4t･Zt;{tlt.eema 147 okjo:joiS,oktwojost 14s hajakuokiJia:dame3a:naika
149 akjo:joili,akewojoilEikff lso akjo:,hajakuakeJia:dame3a:naikase
lsl iku3a:naidoilf,ikunajobl ls2 ikuna,ittta:dameda}li
153 tttSa:tkaNjoS ls4 ikapa:daili,ikaJia:naraNwt
whde･blilgeliSglfl lss ikujo ls6 oreoaikujo,oreikujo

ls7 anohanawajoihanadana:,kire:dana:,kekkoyhanadana:kiSilf,

kekkoyna:

kki･eniE･itgiSSil lss ikazutomotteru lsg ikaN,ikamai 16o ikamaika,i3a:
161 ikttee6na: 162 ikitakutetamaranna: 163 ikitaka:naijoili,

ikitakunai 164 ittemoraitai
?EkE3'tfRf9",･{ffdi21Sfi 16s ikuzura:,ikura: 166 ikanra:,ikanzura

167 ikuzura: 168 ittsuarajo 16g ittsurajo,ittazurajo 170 amezurajo
171 thuriso:da,diuriso:nast 172 josaso:dapt,×joi3a:naikana:ilf21E1,
jokariso:daitft}ll2 173 bjo:kirari:,bjo:kizurajo 174 amedaoena
175 takainena 176 ottapena,ottatto:do:Etr 177 diu3isaNmitaina,

diu3isaNmitatda
flma･!SZftSStlfl 186 ikukaikanka ls7 darenaikuka lss nanda lsg darekana

190 dokkapi lgl itsuka,itsudaka lg2 joikana: lg3 darenajarazukaija:
lg4 jara"kotooaarumonka,jarand3a:fi lgs kurutte:tli
}eeptleilZlifi 2o6 muratta 2o7 kurejai,kurjo: 2os jattajo,kuretajo 2og jattaka,

× kattakatr

6VilS'ptcM 241 arinato:,arinato:gozaimasu,sumimaseNgottiso:samadesutli
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662297 gema.PkiBiizaaszitJIiscEl]7Med1ts

fSitriib.!IMt ･eeZSiEIil 147 hajakuokinajo,hajakuokjo:joss

148 okiJia:dame3a:naika 14g mado:aketetfo:daitll,
wari:ke:dosonomado:aketekure lso mado:akenka: lsl ittSa:damejo
152 ittfa:dame3anaika ls3 ittSa:dame,Xittta:damejo,jukun3a:naizo
154 ikaria:naraNjo

whde.ama 155 ikusa: ls6 oreyaikusa' ls7 anohana:kire:dana:
ka.kbftiS.itSiSilfi lss ikasutomotteru lsg ikaN,ikamai 16o ikazujo,
ikaza:,ikamaikath,i3a: 161 ikitaina: 162 ikitakuteSonnai
163 ikitaka:nai 164 ittemoraitai
IPEgl'JISX7k.fikasiSiilfi 16s ×ikukamoSiraNjo,ikuzuraja:,ikuraja:

166 ikanrajo,ikanzurajo,ikano:rajost 167 ikuzuraja:,ikuraja:
168 ittazura,ittsuraja: 169 ittazurajo,ittaraja:,ittsurajo
170 taite:amezuraja: 171 ￠uriso:nana:,diuriso:dana: 172 ×joirana:,
jokariso:na 173 bjo:klraJi: 174 amedattJo:jo 17s takaittSo:jo
176 itattro:jo 177 diu3isaNmitaida

eeRS.Nma ls6 ikukaikanka ls7 dareNikuka lss nanda lsg dareka,
dareka: lgo dokkapi lgl itsuka lg2 i:zurakana: lg3 Xdare
194 jaran3a: lgs kurudatte
}g2SptkilgSl 2o6 morattakkejo,morattajo 2o7 kurjo: 2os kureta,jatta

209 jattaka,kuretaka
6V"')ik51 241 do:mosuimasenna:,do:mogotJiso:sandesu
662354 gemaRgemaHfitiftrUsu22F(
fati).;!IMt ･geiimeIR 147 sa:okinajo 14s he:okipa:jo,he:okjo:joas,

he:okirojo 14g aketekure:,aketekurjo:sc lso oiakjo:e:,
Xoidame3a:ne:kaZli lsl ikunar,ikunajo2 ls2 ikuna ls3 ittla:wari:jo
154 ikapa:narandena:
dess･stt!geili51 lss tkujo ls6 oreNikujo ls7 arja:kire:dana:,

anohana:kire:dana:
kwt･Ebkli･regljSg$l lss ikazukatomotteru21i,ikasukatomotteru2 lsg ikane:,
kumai 16o ikazujo,ikaza:,ikume:ka,ikame:ka 161 ikite:na:
162 ikitakutetamanne: 163 ikitaka:ne:,ikitakune:‑lt 164 ittemore:te:
#ftEl.nv/",.fikmaiSISI 16s ikuzura,ikura 166 ikume:,ikane:ra,ikane:zura
167 ikuzura,tkura 16s ittsura 16g ittsurafa$li,ittazurall) 17o amezura
171 diuriso:da 172 ×i:zura,×i:ra,jokariso:daXll,×jokannajo
173 bjo:kizura,bjo:kirati: 174 amedattesa,amedattJo:
17s take:rati:jo,take:so:dajo,takettto:joEbll! 176 itattena:,
itaso:da,itattfo:jo 177 diu3isaNmite:da
raiFdi･MffSlllfi ls6 ikukado:ka,ikukaikankall> ls7 dareNikuka lss nanda
189 dareka lgo dokkapi lgl itsuka lg2 i:kana:,jokannana:Zl!

193 dareNjarasuka,dareNjarumopka lg4 jaruda,jarane:kotonaarumopka
stLl> lgs kurutl!,kurudaka
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espttiSXSI 2o6

moratta 207 kurjo:e: 2os jatta 2og kuretaka,jattakast

tougDXJN

241 ja:do:mosumimaseNarinato:

662454 gemavaE±geva:fi)kZ}fi

ffb̀?i･;zt.cSZt',LL.XiljlilStSl 147 okinaika 14s okirojo,okirolll 14g akenaika,akerojo

?E}l,aketekurenaika lso akero lsl ikunowajofinajo,Xjosejo,ikunajo$
152 ikuna,ikunojosejotl! ls3 ittewaikenaijo,ittSa:ikenaijost,
×ittra:ikenee:jo?li ls4 ikanakerja:nannee:,×ikanakerja:nannee:da'
tasc'blllS3ilglil lss iku ls6 orenaikuda:,oreNikuda:tw

157 anohana:rippadana:tll,anohanawakire:dana:,mezurati:na:
kig'kbftiB'itSiSXSI lss ikasutomotteru lsg ikasutoomowanee:
16o tko:3anee:ka,ikaza:,×ttfonido:daja 161 ikitee:na:
162 ikitakutetamannee: 163 ikitakanee: 164 ittemoree:tSee:
#kS'iSN7S.･fikPifiiSfi 16s iku3a:nee:kana,ikuzurajo,ikurajo 166 ikanee:ra{l},
ikane:rajo,ikanee:daro:,ikanee:zurast 167 iku3a:nee:kana{le,
ikuzurajo,ikurajo 16s ittekitsurajoZl!,ittsurajo!i},,ittazurajo

169 itta3a:nae:kana,ittazurajo,ittsurajo 17o tabuNamezurajo
171 thuriso:da 172 i:jo:da{ll>,jokariso:da 173 bjo:ki3a:nee:kana:,
bjo:kiratt:ipe. 174 amedattejo 17s takee:rati:,takee:jo:da,takee:so:da
176 itadattejo,itaso:da,itattejo 177 thu3isaNmitee:da
klfldi･!stiiEiS81 ls6 ikukaikanae:ka ls7 dareNikuka lss nanda lsg dareka
190 dokkaJii lgl itsuka 192 i:kana lg3 dareNjarumooka
194 jannee:kotoNarumonka,jannee:kotoarumoljka lgs kurudatte
]{:!ptltiil25t 2o6 moratta 2o7 okure,kurjo:,kurjo:ja: 2os kureta,jatta

209 jattaka
toLNilS' )iSgEl 241 tabitabisumimasenne:,tabitabiariljato:nozaimasu

662637 *iliAJIIM4NNtnecg
fSi7Ei}.?nttst ･geX31iS$i 147 mo:okinajo 14s madaokine:ka 14g madoaketekureje

lso hajakumadooakene:ka lsl (sotttie]ikunajo
152 sottrieittSaikene: ls3 ittSadame ls4 ikanak?ttSaikene:
deua'bl4SgiSiEfl 155 ikujo ls6 orenaikujo ls7 anohanawak!re:dana:
=JxS

}JaE,H,,･ee9S.itSiSg!ifi lss ikube:toomotteru lsg ikumooka 16o ikube:jo

161 iklte:na: 162 ikitakvtetamanne: 163 ikltaka:ne:
164 ittemoraite:
?fflgg.wa.fikFfiiEJX 16s ikudaro:jo 166 ikane:daro:na: 167 ikuno3ane:ka
168 ittadambe:jo 16g lttano3ane:ka 17o tabuNamedambe:
171 diuriso:dana: 172 Xjokambe: 173 bjo:kirafi: 174 amedattejo
175 take:so:dajo 176 itatojo: 177 diu3isammite:da
eeRS･ESitiligpiSan ls6 ikvkaikane:ka ls7 dareljaikvka lss nanda lsg darekapa

190 dokkani lgl itsvka lg2 i:nokana lg3 dareoajarumonka
194 jarane:kotonaammonka lgs kundatte
twik2Sl 2o6 XmorattJatta 2o7 kure 2os jatta 2og jattaka
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6u?lsi･ )iilZiliEl 241

arinato:

662847 MiAJIIMEueesTlig±fiffg'2Te
ditrtf)'igh{ttk.XilEiSiSl 147 okinasai 14s sa:hajakuokinasai

149 madooaketekudasai lso hajakuaketekudasai
151 (sottrini)ittewaikenai ls2 sotttiniittSa:ikenai
153 ittewadamedesu ls4 jukanakja:naranai
dess.stqgEliSiSl lss juku ls6 orenajukunda ls7 anohananoutsukuSi:koto
kki.{EbYE.n¥iSUfi lss juko:toomotteiru lsg ikanai 16o juko:jo
161 ikltaina: 162 jukltakvtetamaranai 163 jukltakunai
164 ittemoraitai
IES3'i{Efies.IikPiBiSl 16s ikudaro: 166 ikanaidaro: 167 ikundaro:

168 ittadaro: 16g !ttandaro: 17o tabuNamedaro: 171 euriso:da
172 josaso:da 173 bjo:kiraSt: 174 amedaso:da 17s takatrafi:
176 itaso:da 177 eu3isannojo:da
eeRdi.MiikklN ls6 ikvkaikanaika ls7 darenajukvka lss nanda lsg darekalja
190 dokkani lgl itsvka lg2 1:nokana lg3 darenajarumonka
194 jaranaikotonankaarumonka lgs kurundatte
ieepteilZJfi 2o6 moratta 2o7 kure 2os jatta 2og jattaka

toVS")iliSl 241 arinato:
662913 =Fii;l{/mpgvaiiifi!!liJll

tfli4t.;IM.5ia$tlfl 147 hajakuokinasai,hajauoinaS:21 14s hajakuokiro,

hajakuokirojo,haiokiro$,hajauoironc 14g madoakenasai
150 hajakumadooakenasai,akenakjadameda,hajakuakerosc
151 (muko:e)ikuna ls2 muko:ittradameda ls3 itteikenaijo,itttaoine
$ ls4 ikanakjaikenaina:,ikanakjaikenaine:,iganed3aoine$2IE
Xca.axma 155 ikuna:,igutomo$ ls6 oregaikunda,ogaigudajoS
ls7 anohanawakire:dana:,anohanamigotodana:$
kwi.etsS･nY2Stlifit lss ikubetoomotterust,rgo:toomotteru$ lsg iganat,
igane:st,igume:toomou$ 16o igubed3iNjo 161 igite:na:

162 tkite:defo:gane:,igitedeoinena:$ 163 ikita:ne,×ikita:nena
164 ittemoratte:
ma.tskfi",.fikmarefi 16s igud3ane:ga,×igutoomo:$ 166 iganedappe
167 igupd3ane:ga,igudappe;IB 16s Sttad3ane:gana:,ittadappe:S
16g ittadaro:na:,ittadappe: 17o tabuNamed3ane:ljgatal1,amedappe'tli2,
te:geamedappe:‑S; 171 diuriso:dana: 172 Xi:d3ane:ga,josasodana:$
173 bjo:kirafi:,bjo:kid3ane:kana:$ 174 amerafi:netl!,amedattejo$,
amedatteitterujo$ 17s take:rari:na:,take:so:da$ 176 itaraSi:,
itaso:dajo$ 177 diud3isannojo:da,diud3isammite:dana:,

diud3isappipiteruna:$

eema.REa 186igukaiganekals7dagaigudakalssnande:,ande:st
lsg dakkaga$2Ell lgo dokkapi$Zll lgl itsuka lg2 i:kana
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193 dagajammonka lg4 dzettaijanna: lgs kunnoka
Ieeptle7S2ffl 2o6 moratta 2o7 kureja,kurejo 2os jatta 2og
asU?lg')iSgESI 241 arigatosama

kurunkaZ7S:
'

jattaka

663O18 pt5illwaAtrftS￡llil:asgtcJi3Iì‑F;iEUIl

dii<ll'nt!t 'ime$iliEl 147 ma:e:kaoenniokjoijo,ma:e:kaoenniokjoija

148 e:kapenniokioka,Xnankaiokoraiokiruda 14g sokonomado:akjo:jo
150 e:kaoenniakepka lsl ikud3ane: ls2 iku3ane:ttfu:ni ls3 ittSaikaN
$Iil,ittfa:datfakaNwaijalll2 ls4 ikannaraNjo,ikanja:dajodi

whss.stma lss ikuttsuttamondadeikudawaija,ikand3aist ls6 oreoaikujo
157 kekkoina:,kekkodana:
I･enl}.e¥iESI lss ikadzutomottoru lsg ikja:sendzo: 16o ikamai,

=JstJ!

ikame:?ll 161 ikitalna:,ikite:na:tll 162 ikitakutetamaraN
163 ikitakunai,ikitakune: 164 ittemoraitai
?kts')ISaf/S,'fikeaasl 16s ×ikudzurakana:,×ikudaradzukana:,

Xikudara:kana: 166 ikanra: 167 ikudzurana:,ikudaradzuna:
168 ittsura 16g ittadzura,ittadaradzu 17o amedaradzuna:f?F
171 diuriso:da 172 josaso:nana:tli,jokarlso:nana:I!>tr 173 bjo:kiraSi:
174 amedattsudzo:Zli 1 ,amedatto:dzo:Zll 2 ,amedagenaftiSSfLl)

17s takaittsudzo:tli1,takaitfo:jotal2 176 ottattsu:dzo:?li,ottatfo:jo
tr 177 diU3isaNnojo:da
eema･iSZffngast 186 ikukaikanka ls7 darepaikuka lss nanda lsg darekana,
darekaN lgo dokkani lgl itsuka lg2 i:dzurakana:,i:daradzukana:
193 dareoajaradzukai lg4 jaran3ai lgs kurutteka:
Ieeptilt2SISI 2o6 muratta 2o7 kurjo:ja 2os kuretejattadzo: 2og jatta

asLNS')iSV;l 241 ma:enrjonaJiitadakimasu,aripato:godzaimasu,

arinato:sama
663078 XSMmutrEi21SEasSl(t}lkEl]1vats

ta4}'#th･5ma 147 okitSa:do:da 14s okinja:damed3anaika
149 tfottomado:aketekurjo: lso jaimado:madaakend3anaikaaketeku
rjo:jo 151 (sottSi:)ikunajo ls2 sottSi:ittta:ikaNjo:tr
153 ittSa:ikaNjo: ls4 ikannaraN,ikanjanaraN{l}
whsc･axt(%tEII lss ikusa:,ikand3ai$ ls6 warioaikujo
157 umakusaitana:kire:dana:,miljotonisaitana:
kig.ebi9}.R¥ililfl lss ikadzutomo:nana:,ika:tomottoruftiEZII lsg ikandzo
16o ikapkaja:,ikamai,ikamaikast 161 ikitaina: 162 ikitakutetamaraN
163 ikitaka:nai 164 ittemoraitai
?kEl.tw3S,.fikmaiSZifi 16s ikudara:na:,ikudaradzuna: 166 ikandara:,
ikandaradzu 167 ikudara 16s ittsuralli 16g ittadzura,ittadara:

17o amedzura,amedara:,amedaradzu 171 diuriso:da 172 josaso:da,
Xjokariso:daut 173 bjo:kirari: 174 amedanenadzo: 17s takainena,
takaidaljena 176 ottadaljena,ottanena 177 diud3isammitaida
‑ 506 ‑

eeca.!SZIiSIZ51 ls6 ikukaikapka,ikudakaikandaka ls7 dareoaikuka,

darenatkudaka,darenaiku,darepaikuda,dareNikuka,dareNikudaka,
dareNiku,dareNikuda lss nanda,nandajare lsg dareka lgo dokkan!
191 itsuka lg2 i:kaina:,i:kana:,i:dakaina:ut lg3 darenajaradzui
194 sonnakotonarajarudzo,jarand3ai lgs kurudaka:,kurudakaja:
waptiklifi 2o6 moratta 2o7 kurjo: 2os xkuretejattaZli,jattaZl! 2og jatta

6VSoiRffl 241 arinato:godzansu
663432 gemaXlavERasNticertatk
dit4S'l¥{LE.Siia$IEfi 147 mo:okinajo,mo:okinasaijo 14s dondoNokina,

dondoNokjo: 14g mado:aketekunna,mado:aketekunna: lso dondoNakjo:
151 (sottti:)iku3a:naijo,(sottti:)ittJa:ikenaijo
152 sottfi:ittta:dame,ikunatteitta3anaika,ikunatteba
153 ittSa:ikenai 154 ikanakutta:nannai,ikanakerja:nannai
tsde.MI!SeiSISI lss ikujo,ika: ls6 oreoaikusa,oreNikujo

157 anohana:kire:dana:
itZ.ZEbEiE.X¥iSZSI lss ikasukatomotteru lsg ikane: 16o ikada:e'
161 ikitena: 162 ikitakutetamannai 163 ikitaka:nai
164 ittemore:te:na:
'
?kS.Jllhi7S,.tikeaiSiSl 16s ikuzurana:,ikurae:
166 ikanairae,ikanaizura:
167 ikuzurae: 168 ittazurae:,ittsurae: 16g ittazurae:,ittsurae:
170 taite:amezura 171 thuriso:da 172 Xe:zura,jokariso:dast
173 bjo:kizuratl!,bjo:kirafi: 174 arnedaso:daJii,amedattfo:josh
17s takeeeso:da,take:so:da 176 itadattSo: 177 diu3isannojo:da,
diu3isammitaidast
jelFdi.!SilttkuiSZSI ls6 ikukaikane:ka ls7 dareNikuka lss nanda lsg dareka

190 dokkapi lgl itsuka,itsudakkeka lg2 e:nokana:
lg3 darenajarumonka,dareNjarumooka lg4 jaranaikotopaarumonka,
jarapkotonaarumon3a:nai lgs kurudatte:
mm 206 moratta 2o7 kurjo:jo 2os jatta,kuretatll 2og jattaka,kuretaka
asVS')ilZ51 241 wari:kkeja:enrjonakumorattokujo
663521 gemaXvavafi‑JZrc*A
ffli<t.ZtmuI :t .eiEISSZSI 147 hajakuokinasai,okinajost 14s hajakuokiro

14g madooakenasai,madooakenajo{e lso madooakenatal,madooakero
151 (sottrie)jukuna,(sottSie)jukinanna ls2 jukuna
ls3 ittra:ikenaijo,ittSa:ikenee:jolil i21 ls4 jukanakja:naranee:jo:
twva.sk4SeiltEfi 15s jukujo: ls6 orepajukundajo: ls7 anohanawakire:dana:
kg.gthi9E.e$iSZIiEl lss juko:tomotteru,jukitee:tomotteru,

jukube:tomotteru lsg jukanee:,jukumee: 16o jukap:ka,jukube:
161 jukitee:na: 162 jukttakutetamaranee: 163 jukitakuneja,
jukitakanee:st 164 ×ittekurenee:ka,×itteokunna:,ittemoree:tee:
lthEl'i{geS,'fikmaiStlfl 16s ×jukukana:tll,jukube:,jukuzura,jukurast
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166 jukanee:zurajo,jukanee:rajo,ikanee:be:joE>j2Itll 167 xjukunokana:,

jukuzura,jukurajo 16s ×ittakana:Ill,ittsurana:,ittazura
169 ittakana:,ittsurana:,ittazura 17o tee:teeeamezurana:
171 diuriso:da 172 josaso:da,jokariso:dast 173 bjo:kikana:,
bjo:kirafi: 174 amedattejo,amedaso:da,ameraji:jo 17s takee:so:da,
takee:rari: 176 Xitakkejo,itaso:da,itattejo 177 diu3isammitee:da
ewes.BZi¥Nli}IVII ls6 ikukaikanae:ka ls7 darepaikuka lss nanda lsg darekapa,

darekaas lgo dokkapi lgl itsuka,itsudattaka lg2 i:kana:
193 darenajarumonka lg4 jaranee:kotopaarumonka lgs kurutte,

kurudatte
IeepttilZSI 2o6 moratta 2o7 kurjo:tll,okunna21!2 2os jatta,kureta

209 jattaka,kuretaka
iSVilS‑)ilViR 241 arinato:gozaimasu,wari:na:arinato:jo:

663630 gepmXNJ6#KutntwrNS3
tS}rdi?.̀nt!t .geiiSiEIifi1 147 oiokina:jo 14s okirojo: 14g mado:aketokurejo

150 nazeakenee: lsl ittta:damedajo{e,ikunajost ls2 ittta:dameda,
ittfa:dameda:,ikuna:st ls3 ittSa:ikenee:jo ls4 ikanakja:naranee:,

ikanakja:naraneja
taft･axng reE 15s ikujo,ikujor ls6 orenaikujo ls7 ja:kire:da,

anohana:kire:dana:
kE,E,,[･tm･itgilllfi lss iko:tomotteru,ikasukatomotteruiliZll lsg ikanae:,

ikumee:as,ikumonka$ 16o iko:3a,ikube:jo,ikaza:tl>$ll 161 ikitee:na:
162 ikitakutetamaranee:na:,ikitakutetamanneJa 163 ikitakunee:,
ikitaka:nee,ikitaka:neja 164 ittemoree:teja
?ff$l.tSlfiS,.fikcail2Sl 16s ikuzura,ikura,ikube: 166 ikanee:zura,ikanee:ra

167 ikuzura9tr,ikuraZll 16s ittazura,itta:zura,ittsura 16g ittazura,
itta:zura,ittsura 17o tee:nee:amezura,amedambe:Stl> ln thuriso:da,
×diuruzura,×diururafi:,×diururajo 172 ×jokaro:,jokariso:dant,
josaso:da,×i:zura,×i:ra,×jokambe:S 173 bjo:kiraSi:,bjo:kizura
174 amedaso:da,amedattejo: 17s takee:rafi:,takefeso:da,takee:ttejo{e,
takakariso:da 176 itaso:da,itattejotll 177 diu3isaNmitajo:da
kelfldi･!rdE/SSt51 ls6 ikukaikanae:ka ls7 darepaikuka,dareNikukast lss nanda

lsg dareka,darekaljaS lgo dokkapi lgl itsuka,itsudaka lg2 i:kana:,
t:okana:,i:zurakana:,i:rakana: lg3 darejarumooka,darenajarumonka
lg4 jannee:kotoarumoljka,jannae:kotooaarumoljka lgs kurudatte
Ieeptt2Sigl 206 moratta 2o7 kujoja: 2os jatta,kureta 2og jattaka,kuretaka
6US')7StEfil 241 do:moarinato:,gotSiso:sanderitatli

663814 ptkJi[va=‑?fgMeEwr
de4)'tgl{iltts .ImaljliiSiSl 147 hajakuokiro 14s hajakuokinaika

149 madooaketekurejo lso madooakenaika lsl (sottfie)ikuna
152 sottfieikuna ls3 tttfa:ikenaijo ls4 ikanakjananne:
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wtsc'suwa 155 ikVsa 156 orenaikunda ls7 anohana:utsvkuti:na:
kZ･EbklS･n$iSZM lss iko:toomotteru lsg ikanai 16o ikube:jo
161 ik;te:na: 162 ikltakvtetamanne:da 163 ikltakune:
164 ittemore:te:
#Eg!')Fme",.fiiPifiiElfl 16s iku3ane:ka 166 ikume:jo,ikanakambe:

167 ikudambe: 16s ittadambe: 16g ittandambe: 17o tabuNamedambe:
171 rburiso:da 172 Xjokambe: 173 bjo:kidambe: 174 amedaso:da
175 takairari: 176 itaraSi: 177 thu3isannojo:da
leaIRS.Ni"iftiSilfin ls6ikykaikane:kals7darenaikunokalssnandalsgdarekana
190 dokkani lgl itsvka lg2 i:nokana lg3 darenajarumoljka
194 jannakvtfanamme: lgs kundatte
Iagt!!EilZlfi 2o6 moratta 2o7 ke:ro 2os ke:tejatta 2og jattaka

MU6')ikSl 241 arinato:
663gg7 =F;ptElcaLLriltftrM
fì!k.Zllisikt .imaljmelfl 147 oirosa: 14s oine:desa 14g akerosa

lso akene:baotne:ne:kaZll lsl iguna ls2 tguna,igudene:
153 ittfaoine: ls4 igane:baoine:
Xss'dv4Skasl 15s igube: ls6 ogaiguda ls7 anohana:kire:dana:

kg.tm.nYiSan lss igube:toomotteru lsg igane:nfibe:
16o ibbe:ne:kajotr,ibbe:joas 161 igite:na: 162 igita:tteoine:
163 igita:ne: 164 ittemuraite:
iEij.relfiS,.tikeeig2Sl 16s igudappe: 166 igane:dappe: 167 igudappe:

168 ittaPpe:jo 169 ittappe:jo 17o te:ge:amedappe: 171 ×diubbe:jo
172 Xe:ppejo 173 bjo:kirati: 174 Xamedappe:jo 17s take:tttuane:tll

176 ita:ttSuane: 177 diu3tsaNmite:da
eema.Ni"iSSZSI" 186igugaNigane:gaNls7dagaigugaNlssa:ndaja
lsg da:kkaga lgo Xdo:ndemo lgi itsurka lg2 i:okana
193 dagajannokana: lg4 janne:kotogaarumuNka lgs kuddatte
}gEllll2ililfit 2o6muratta2o7kure2osjatta2ogkuretaka
MVS')iSiSl 241 ariyato:gozaNsrp

664125 gemaRmaglfiSigei;MeISI
de<tr.;l±;IiLkt .5ma 147 hajakuokirojo 14s hajakuokinka 14g aketekurjo:

15o hajakuakeoka lsl ittSa:damedajo,ikande ls2 ittSa:dame,
ittSa:ikaN,ittfa:ika:N ls3 ittfa:ikaNjo ls4 ikaJia:naraN
thsu.blgSeilXSI lss ikujo ls6 orenaikujo,oreNikujo ls7 anohana:kekkodane:

ikasutomotteru159
ikamai160
ikasukaikamaika
kM.･wtIE･ngrefilss
,
'
i3a:st 161 ikitaina: 162 ikitakutetamannai 163 ikitaka:nai
164 ittemoraitai

EPkS')likfiS.IikFtfiilZSI 16s ikuzura,ikurajo 166 ikja:senzura,ikja:senra,

ikanra 167 ikuzuraja,ikurajo 16s ittura 16g tttazura
170 taite:amezura 171 diuriso:da 172 josaso:da 173 bjo:kiraSi:,
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bjo:kizurana:,bjo:kimitaidass 174 amedaso:da,amedattju:jo,
amedapena$ 175 takaioenajo 176 itapena 177 diu3isaNmitaida,
diu3isammitaida
jelEflS･iSZInil}i*IINcr ls6ikukaikankals7dareNikukalssnandalsgdarekaN

19o dokkapi lgl itsuka,itsudakkeka lg2 i:nokana:
193 dareNjarumonka lg4 jarand3ai lgs kurutte,kurudatte
E21ptlltiSt$1 2o6 moratta 2o7 kurjo 2os jatta,kuretejatta 2og jattaka
iSVllS')iStEII 241 gottiso:samadesu
664232 gema.gili)BiltnasJIlscEEU'XLLI

ditrtf}･#th･geifitlfi 147 oiokjo:jo,hajakuokjo:jo 14s okjo:okjo:?ill

149 aketekurejo,aketekurjo:jo lso hajakuakjo:jo lsl ittSa:ikanze,
ittSa:damedajoS ls2 ittfa:dame3a:naika,ikunattju:Jiiwakarapka,
ikuraittemowakaranka,ikuna,iku3a:naizo 9Sll! ls3 ittfa:ikaNjo
154 ikaJla:naraNst,ittekoJla:naraN
deta'axg9:ilZSI 15s ikujo ls6 oreNikujo ls7 kekko:nahanadana:,

anohana:kekkeina:tw
jleceeN'tm'nXiSEl lss ikazutomo:{il>,ikasutomo:21 lsg ikandana:,ikarnai
160 ikaza:,ikamaika 161 ikitaina: 162 ikitakutetamaraN
163 ikitakanai 164 ittemoraitai
?fikS'tskf9S,.tXma21tlfl 16s ikuzura,ikurae:tll 166 ikanrae:,ikanzura

167 ikurae:,ikuzura 16s ittsura ,Xittsurae: 16g ittazura,ittsura
170 tabuNamezura,o:kataamezura 171 diuriso:da,diuriso:na
172 ×joirana:,josaso:da,josaso:na 173 bjo:kirati:,bjo:kimitaida
174 XamedattSo:zeNEf,amedattSo:,Xamedaoenant 17s takaittfo:na
176 itattfo:na,itakkettro: 177 thu3isarnmitaida
eeea･iSZti/igpiiSY$l ls6 ikukaikaoka ls7 dareNikuka lss nanda lsg dareka,

darekaNss lgo dokkaJii lgl itsuka,itsudaka lg2 joikana:
193 dareNjarazukae:,dareNjarasukae: lg4 jaran3a:st lgs kurudatteka
twptikSl 2o6 moratta,morattakke 2o7 kurjo:e: 2os jatta,kuretast

209 kuretaka,jattaka
6LNEIS')ilgSl 241 gote:ne:riisumimaseN,sumanna:Zli1,wari:na:,
te:ne: riiwari:na:Zll 2

664257 gemaMtwSfifva2rR
fS7Eib･#Jh･5ma 147 okjo:jo 14s doNdoNokjo:?Ell 14g mado:aketokure,
mado:akjo:jo lso doNdoNakjo:l}i lsl ikuna,ittfa:damedajo
ls2 ittJa:dame,ikunalll ls3 ittSa:dameda ls4 ikaJia:naranee:,
ikapa:dekinee:tll,ikaria:dekiNZIi
dess.st4gEilZSI lss tkujo ls6 oreNikujo ls7 anohana:kire:dana:,

anohana:ki:ttsuikire:dana:Ill,anohana:ki:ttsukukire:dana:
kg.tm･tSiSt51 lss ikakkatomotteru,ikasukatomotteru lsg ikaN,
ikumae:st 16o ikaza:ja: 161 ikitee:na: 162 ikitakutero:nanee:na:,
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ik±takutetonnee:na:st 163 ikitaka:nee:na 164 Xittemora:za:ja:,
1ttemoree:tee:na:
va.tw.e,.tikmailZSI 16s ikurae:tll1,ikuzurae:Zll2,×lkudakaseNna:,
iku3a:nee:ka 166 ikanzurajo,ikanee:ra 167 ikunzurajo,ikurajo
168 ittazurae:,ittsurajots 16g ittsura,ittazura uo tabuNamezurajo
171 diuriso:da 172 ×e:zurae:,josaso:da 173 bjo:kirati:,
bjo:kimita:da 174 amedattfo:,Xamedattto:jo 17s takee:ttto:na:
176 itakkeso:na,itaso:da 177 thu3isaNmitae:da
eema･ptESSg;l ls6 ikukaikanka ls7 dareNikuka,dareNikunka lss nanda
189 darekaN lgo dokkaJii lgl itsuka,itsudaka lg2 e:nokana:,e:nkae:21

193 dareNjarasuttJo: lg4 sorja:jarusae: lgs kurudatte
waptiliSl 206 moratta 2o7 kurjo:ja: 2os jatta,kureta,kuretejattass

209 kuretaka,jattaka
asV?IS')XESI 241 gottsosaN,arinato,sumimasenna:

664317 gemaNffmatwJNfi
fi4}'tcik'eeiljSSgSl 147 ha:ku:o:kijo 14s doNdoNokjo:fa,sassatookjo:,
doNdoNokiro2IE 14g madoaketoktllre lso doNdoNrnadoakejo,
doNdoNmadoakjo:tlll,doNdoNmadoakerotli2 lsl ikuid3a:Jia:jo
152 ikwd3a:pa:,ikuana ls3 ittJa:wari:jo ls4 ikanakja:nanneja,

ikapa:nanneja?I
desu.itqgEiSiSl lss iku:jo ls6 oreNikuida ls7 anohananokire:nakototl!1,

anohana:kire:dana:tr2
kg'kbkiS.itYreIl lss ikasurkatomotterua,ikadzuakatomotterua,
ikaztutomotterw,ikasrutomotterui lsg iktumja:,ikasuika,ikadzutka,
ikutmoljka 16o ikadzuae,ikaza:,ikuimja:ka,ikazu:Jii 161 ikitja:na:XII,

ikitejana: 162 ikitakurtetamanneja,ikitakurteSonneja
163 ikitakvaneja,ikitaka:neja 164 ittemoraiteja
va.ew.e.･fikmaiStijI 16s ikuzwra,ikuara 166 ikajia:ra,ikaJia:zuara
167 ikuizuirajo,iktunozurra,ikuizwre:,ikvarajo 16s ittazuira,ittsuirajo,
ittaraas 169 ittazurra,ittsurrajo,ittara: 170 okateamezuara,

Xokateamezuarajo ln thurriso:da 172 josaso:da,jokariso:daiS
173 bjo:kirati: 174 amedattSo:jofa,amedaso:da#. ys takja:so:da#.,
takja:dattSo:jo,takja:ttto:jo 176 itaso:da#.,itadattSo:jo9,
itattto:jo 177 thzu3isaNmitae:datr
paRdi.ISZitilljStEnn ls6ikukaikaJia:kals7dareNiktukalssnandalsgdarekaN
190 dokkaJii lgl itsuidaka lg2 e:nokana:,e:dakana: lg3 dareNjarasuika,
dareNjarazu:ka,dareNjaru:monka lg4 jaraJia:kotoNarasu:ka
195 kurrurdatte
ieept!eiSZM 206 moratta 207 kurrjo:,okurre 2os jatta,kuaretejatta 2og kuaretaka,

jattaka
toUS' )N(ifil 241 arinato:gozaimasut,arinato:gozejasu:,gotfiso:sandesu:
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664547 gemaMN]I7IfiSJEmatrklH]Tnatn
ffa4tr.iSItl{iE.ljXiS}iSZESI 147 okiroja: 14s hajakuokinakja:dameda3anee:ka,

hajakuokiro 14g ttottosoko:aketekureja,tSottomado:aketekure
150 hajakuakero lsl (sottti:)ittSa:damedajo,(sottSir)ikunajo$
152 sottJi:iku3a:nee:do: ls3 ittra:damedajo ls4 ikanakja:nanne:wa
tava'itgS:2Sgill lss ikujo ls6 oreika:ja ls7 anohana:subaraSi:na:ja,

anohanawasubarafi:na:ja
kWs'tm'nthsEilZSI lss iko:tomotteru,ikukana:tomotteru lsg ikikkane:wa,
ikumonka 16o ikube:3anee:ka,iko:wa,iko:3anee:ka 161 ikiteeena:ja
162 ikitakutefo:nane:wa,ikitakutetamarane: 163 ikitaka:nebe
164 ittemoree:tete
va'ew.e,,'tXFifiilZJifi 16s ikja:tinae:ka,×ikukamofirenee:,ikurajo

166 ikanee:zura,ikanee:waja,ikanee:ra 167 iku3a:nee:ka{l>,ikuzura
168 ittSura 169 ittsura 170 tee:te:ame3anee:ka,tee:te:amezura
171 thuriso:da 172 ×i:3anee:ka,×i:najaXII,jokariso:dast
173 bjo:ki3anee:kaja,bjo:kidawa 174 amedazoja,amedattena:ja,
amedaso:dazo 17s takee:ttena:ja 176 itattena:ja
177 diu3isannojo:dana:ja
eeldi･!SiliSZIfi ls6 ikukaikanze:ka ls7 dare:tkuka lss nandaja lsg dareka
190 dokkapi lgl itsuka lg2 i:kana: lg3 darejarumonka
194 sorja:jarusa,jaranee:kotopaarurnonka lgs kuruttekaja
Rll2/iSISI 2o6 moratta 2o7 kure:,kureja 2os jattata,kureta 2og jattataka,

kuretakal>
bVS' )iltlin 241 do:moariljato:,do:mosuimaseN
665006 gemapt61tZEInSgl{ZEEllme
ff}iC}'!I;I:[ltt ･geli3SiStlfl 147 okiJ'ia:ikaNjo9,okjo:joss 14s hajakuokinkajast,

hajakuokjo:joZli 14g aketekurjo:jo lso akjo:jo lsl ikunajo
152 tku3anai ls3 ikudewanaijo,ittfa:ikenaijo,tttta:ikaNjo,

iku3a:naijost ls4 ikarla:naraN
desu'st4SZSt 155 ikusa ls6 oreoajukunda,oreoajukundajo
157 anohananokire:nakoto,anohanawakekkoijost,anohanawakekkoina:
""Je'enkiE･itseilllfi lss iko:tomotterut lsg ikamai 16o iko:ja:,ikamatka

161 ikitaina: 162 ikitakutetamaraN 163 ikitakunaijo{l},ikitaka:naijo
164 ittemuraitai,ittehoSi:jo{},
iPIftEI'JBtfiS,･fiieailiSl 16s ikudaro:jo,ikudara{l;f,ikurajoS,ikuzural!>

166 ikaNjo,ikandaro:jo,ikamaijo{ie,ikanrajoZ>,ikandzurajo{l>
167 ikundaro:jo,ikudara:jost,ikuzurajoLl>,ikurajo 16s ittadaro:lil;,,
ittadara:{l>,ittsurajo$ 16g ittandaro:,ittandara:Ll>,ittsurajost
170 tabuNamezurajofa,amedara: ln diuriso:da,diuriso:na$
172 josaso:da,josaso:nast 173 bjo:kiraSi: 174 amedanena
175 takainena 176 itanena 177 thu3isaNnojo:da,diu3isaNmitaida2},
eema.iSZiil}711M ls6 ikukaikaljka ls7 XdareN lss nanda lsg darekana
512

190 dokkapi lgl itsuka lg2 i:nokana: lg3 darenajarumonka
194 jaraljkotooaarumonka,jarand3a: lgs kurundatte:,kurutte:S
E!iptleliRSI 2o6 muratta 2o7 kurjo:ja: 2os jatta,kureta 2og jattaka9,

kuretakast
toVS' )il251 241 korja:ma:taihennamonodearinato:ne‑lt,

ja:ja:korewasumanne:gottso:saNjo

665072 gemavaww
tfitr4}'!;{iht .geiiSik51 147 hajakuo:kijo,okjo:jo,×ma:okiNjout,okiNjast

148 hajakuokipka,ma:okjo:jout 14g madoaketekurenka,madoakjo:jo,
mado:aketekurenka,mado:akjo:jo, × aketokureNnt,aketekurjo:jol
lsO mado:akeoka lsl ikunajo ls2 ikuna ls3 ittfa:ikaN
154 ikaJia:naraN
uass.bll!SgiftiEfiI lss ikutoXll,ikujo ls6 oreoaikuda,oreNikudatw

157 anohana:utsukufi:na:l#.,kekkoina:tw
kwt.iEbYE.itYiSZiil lss ika:tomottoru lsg ikamai 16o ikamaikafa,i3a:tr
161 ikitaina: 162 ikitakutetamaraN,ikitakuteSo:panai
163 ikitakunai,ikitaka:naiS 164 ittemoraitai
#ftij.tsIS3S.fumaiStEit 16s ikudara:,ikurast 166 ikandara:L,ikanratr
167 ikudara: 16s ittadeara:,×ittadeara:jo,ittadara:,ittsura{!>,
×ittsurajoll> 16g ittadeara:,ittadara:,ittsuraL!> 17o amedeara:,
amedara:,amezuraLl> ln diuriso:na,diuriso:da 172 josaso:da
173 bjo:kirafi: 174 amedaoena,amedaso:na 17s takaiso:na,takainena
tai 176 itaso:da#.,itadapena,ottapenafa,ottadaoena9
177 thu3isaNMitajo:nafa,diu3isaNmitaijo:nafa,diu3isaNmitajo:da,
diu3isaNmitaijo:da

eaIS.ma 186 ikukaikanka ls7 dareNikudaka,dareNikuda,dareNiku
188 nandaka,nandafa lsg darekana lgo dokkapi lgl itsuka,itsudaka
pt 192 i:dakaina: 193 dareNjarumooka lg4 jarapkota:arumooka,

jaran3a:tw lgs kurutte,kuruu:2
IeaptltiS2Sl 2o6 moratta 2o7 kurjo:jare 2os kureta,kuretejatva 2og jattaka,

kuretaka
MVNSDiSZSI 241 ja:do:mosumanne:,ja:do:mosumimasenne:,
ja:do:mogottsosaN
665140 gepmKaniti)kiigwr
ditr4).¥th.5iljSSgEEI 147 itsumademoneteisutookjo:jo 14s hajakuokinka
14g soko:aketekurjo: lso soko:akjo:ttara lsl ittfa:damedame,
ikunajost ls2 ittSa:damedatteju:norii,ittfa:ikaNst ls3 ittta:dame

154 ikaJia:naraN
thde.sk4SefiSeEE 155 ikujo ls6 oreNikude:,oreNikujo ls7 anohana:kekkoina:,

anohana:kekkoina:e:,anohana:ke:kkoina:tr
kza'ZenYi'egiSiJfi lss ikasutomotteru,ikakkatomotteru
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159 ikasutoomowaN,ikame:jo,ikja:hene:,ikja:heN 16o i3ae:,i3ajae
161 ikite:na: 162 ikitakutetamaraNjo 163 ikitakane:
164 ittemoraite:
#EEt')FeeflS,'MeeXSI 16s ikuzura,ikura 166 ikja:henra,ikja:henzura,ikanra
ikanzura 167 ikuzura,ikura 16s ittazura,ittsuraS 169 ittazura,
ittsura,ittara 17o taite:amezurajo ln diuriso:na,diuriso:da,
otSiso:da 172 jokariso:na 173 bjo:kirari: 174 amedaso:na,
amedaso:da 17s take:raSi:,takaijo:da 176 itaso:da,itaso:na
177 eu3isamrnite:da,diu3isansokkurada{}
flma･IscEgiEM ls6 ikukaikanka ls7 dareNikuka lss nanda lsg dareka
190 dokkapi lgl itsudattaka lg2 i:zurakana: lg3 dareNjarumonde:
194 jarand3a: lgs kurudatte:
EIEMptileEEI 2o6 moratta 2o7 kurjo: 2os jatta,kureta 2og kuretaka,jattaka

toVS')iiSgll 241 gote:ne:piaripato:

665193 gemamedifiwtft
tili4}･Xilt.gema 147 mo:nand3idajo:okinasaijo,okjo:jotll
148 o:e:kaneririiokirojo 14g madoaketejo lso e:kaneJipiaketejo,

XakenajeutlslittSa:ikenaijo,ittSa:ikaNjo,ittSa:oeNjo{I} .
152 ittSa:ikaN,ittia:oeN,ikuEnaat ls3 ittSa:oeNjolll,ittta:ikaNjo,
ittta:damedajo ls4 ikapa:oende,ikapa:narande
wtsu.ax4gEilgEl lss ikuijo,iktllsa'st ls6 oreNiktujo ls7 ja:anohana:kekkoina:
fa,ktre:dana:,uatsuakurli:na:#.
kZ.ebftii･itsu2StSl lss ikakkatomotterui lsg ikurmai,ikja:seNjofa

160 ikamaika 161 ikitaina: 162 ikitakustetamaraN,!kitakuiteoeNjeS
163 ikitaka:naina: 164 ittemoraitai
?ffiij.)ISEf7",.fueeiRiSl 16s iku:rajo?E}l,ikuizusrajo21 166 ikja:seNra,

ikja:senztura 167 ikuazmurajo,ikuazurraina:,ikurrajost 16s ittazurrajo

tabuaNamezu:raja
?ll,ittsuaraftIEitl!2 16g ittazturaZl!
17o amezuirana:
,
'

amezulraina: 171 diuariso:da 172 josaso:da,Xe:rali:,×i:rafi:
173 bjo:kiraSi: 174 amedanena 17s takaipena 176 itaso:da9,
itadapena,ottaso:daS,ottaoena 177 thrM3isaNmitaida

ntea･ISZtiiftNilgel ls6 ikuikaikaljka ls7 dareNikuika lss nanda lsg darekaN

190 dokkani lgl itsutka,maeJii,Xdokkade lg2 e:nokana:
193 dareNjartllmondai,dareNjarakkai lg4 jarantejuikotoarakkai,
jarantejurkotoarasurkai,jarapkotoarakkai 195 kuaruatte
leeptlltiEEiiit 2o6 moratta 2o7 kuarjo:jai 2os jatta,kuaretejatta 2og jattaka,

jattekurretaka
6VS' )iStlll 241 gote:ne:Jiiarinato:,gote:ne:JiisuimimaseN,

annagoJimpaiitadakimaritemo:riwakearimaseN
665243 gemava4NSasasJlliH]7asitiliilF

fa<)'#th'i$iSZiil 147 okinasai ,okirojo 14s okinainoka,okirojoll!,
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madaokipka 14g to:3iakenasaita!,So:3iaketokure lso nazeakennoda,

madaakenainoka,madaakennoka,madaakenda,akerosh
151 (sottfi:)ikudenai,ittewaikanai,ittewaikenai,ittewaikaN
ls2 sottti:itteikaN,sottti:ittewaikaN,ikudenaitli ls3 ittewaikenat,
ittewaikaN,ittSa:ikaNst ls4 ikanakerebanaranai#.,ikanebanaranai,
ikapa:naranai,ikapa:naraN2tai
uesc･skt!g(giSZ51 lss ikujo ls6 waiieaikujo,oreNikujotr,oreoaikujo21i

ls7 anohana:mjo:kire:nakototl! 1,anohana:kire:dana:tw,

anohana:kekkoina:nt2
keeN'ZEb 9S'tseiltSl lss iko:tomotteru,ikasukatomotteru lsg ikamai
16o iko:jo,ikaza:fa,ikamaika,id3a:RISilitli 161 ikitaina:

162 ikitakutetamaranaina:,ikitakutetamaraN 163 ikitakunai,
ikitaka:nai 164 ittemoraitai
ve.Nlf9S,･fikma2Elfl 16s ikudaro:ZIi,ikuzuratal,ikuratll 166 ikandaro:,

ikanzura,ikanra 167 ikudaro:,ikuzura,ikura 16s ittadaro:,ittazura
ittsurajo,×ittasa 16g ittandaro:,ittanzura,ittsuraja
170 tabuNamezurajo,taite:amezurajo ln thuriso:da,diuriso:nast
172 josaso:da,josaso:na,jokariso:dast 173 bjo:kiraSi: u4 amedanena
17s takaiso:da,takainena 176 itaso:da,ottaso:da,itanena
177 diu3isaNnojo:da,thu3isaNmitajo:da,diu3isaNmitajo:na
eema.NIiEiSgfi ls6 ikukaikanka ls7 dareNikuka lss naJiika,nandai,nanda
lsg darekaoa,dareka,darekaNsc lgo dokkaJii lgl itsuka,itsudaka
lg2 i:kana:,i:nokana:,i:dakana: lg3 dareoajarukatll,dareNjarumonka
194 jarand3a: lgs kurundattetr,kurutteZl!
Iee/!t2ilfSl 2o6 moratta 2o7 kureja:,kurjo:ja: 2os jattatlil,kuretejatta$k2

209 jattaka,kuretejattakast,kuretaka
toLNS')iiSi51 241 gote:ne:JiisuiimaseN,arinato:gozaimasuE

665544 gemaMesjmaSMtSeswrtsfeaIiN
dek.ajLntt .iSiBliSgSl 147 o:iokiro:d3ahee6tl! 14s okireokire

14g madooaketekrure:jo lso hajakuaakere lsl ikuanajoiktunajo
152 ittSa:dame:,ikuanaZli ls3 ittSa:ikeneeejo ls4 ikanakja:nannee:ya
deue･skg%Xlfl lss ikuijo:,ikwnsa ls6 oreyaikuinsa ls7 kire:dana:,
kire:d3anee:keee,anohana:kire:d3anm:katst

kS･ZEbYg.nSiSiSl lss iko:tomotteruayasa lsg ikanee:na,ikumaijost
16o iko:3a:XE1,ikanee:kee6Xl!2 161 ikitee6kendona:21,ikitee:na:S
162 ikitakuatetamannee:na: 163 ikitakuanee6,ikitaka:nee6tli

164 ittemoraitza:
?teS･)lglflss.fikFtB21fi 16s ikuidaro:na:,ikvadzzllrana:st,iku:be:st,ikuirast

166 ikanee:ra,ikanee:dzuarast 167 ikurdaro:,ikuadzuara,ikurra,ikuabe:st,
ikurdaruabe:as 16s ittsuaratll1,ittadzuara212,ittadarurbe:st
16g ittadzuirajo,ittsu:rajo 17o tabuiNamedzu:ra,tabTuNamed3anee:kana:,
tae:yee:amedarurbe: 171 ×dituttekiso:dana:,￠uariso:dana:
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172 josaso:dana:#.,jokariso:dana:as,×e:jo:dana:{i5,e:jo:da{ie,
joso:dana: 173 bjo:kinojo:dana:,bjo:kiso:dana:,bjo:kiraSi:st,
bjo:kidamuandatr 174 amedaso:da,amedattsus:jo 17s takee･:so:da,
takae:jo:da 176 itaso:da 177 diui3isannojo:dana:#.,diui3isaNmitae:da,
diui3isaNmitee:dana:,diur3isaNmitSo:da{l}
eeIIdi･!Si/;SSZSI ls6 ikuakaikanee:ka ls7 dareyaikuaka lss nanda lsg dareka

190 dokkaJii 191 ltsuika lg2 e:kana:,e:daro:ka lg3 dareyajaru:mopka
194 jaradzaraN lgs kzllrrlltteka
}Rpt;eiStlfl 2o6 moratta 2o7 kurnre,kuanrejo,kurre:,kwnnee:ka 2os jatta

209 jattaka
MVS')re$l 241 gottosaNiili{l>,gotriso:saNfa,ariyatosaN
665631 gemaMesEeeKMgeSEll;FrfiEtsItuwr
de(Rr･tntt ･ifi}iljSSgEl 147 okine:katal,×he:kuokiraJSe:jolll

14s hajakuokine:ka{l>Zll,he:kuokiro$ 14g tSi:ttoakerafSe:tlll,

aketekuratteut2,aketekuraSSema:em2 lso mado:akero,
mado:akerojoS,mado:akene:kast lsl (sottfi:)ikunajo,
(sott":)iku3a:ne:do ls2 sottti:itta'3adameda3a ls3 itta3adamedado,
ittSa:damedado,ittSa:damedajo ls4 ikanakja:nanne:
uesu'bl4Sefi 155 ikusajost ls6 orenaikujo ls7 anohananoklre:nakoto,
anohana:kire:dana:,anohana:mjo:te:$}
jlecg.tm.e¥ZStlfl lss iko:tomotteru,ikube:tomotterufa lsg ikume:,
ikumonka 16o iko:3ajo:,ikube:3ajo: 161 ikite:na:
162 ikitakutetamanne:na: 163 ikitakune:,ikitaka:ne:
164 ittemore:te:na:
?kij.ierS.fikmaiSgSl 16s ikuzurajo,ikura3ajo,iku3a:ne:kana:‑i 2iE

166 ikane:ra,ikane:3arajo,ikane:zurajo,ikume:joi!f 167 iku3a:ne:ke:
Ltr1,ikuzura3ajo!ii>,ikura3ajo,ikudara3ajo}2 16s ittazura,
ittsura3ajo:9,ttta3a:ne:ke:‑ltt}l 16g ittazura3ajo,ittsura3ajo:fa
17o te:ne:amezura3ajo:,ame3ane:ke:Ltl! 171 thuriso:da,
×diuru3a:ne:ke:L,×kiso:dana: 172 i:jo:dana:,josaso:da
173 bjo:kirati:,bjo:kimite:da 174 amedattejo,arnedattesa
17s take:so:da,take:ttejo,take:dattejo 176 itaso:da
177 diu3isammite:da
eefldi･!Si/;Sli]fi ls6 ikkaikane:ka ls7 dareikka lss nandaja lsg dareka

190 dokkaJii lgl itsuka lg2 i:nokana: lg3 darenajarumond3ane:,
darenajarumonka lg4 jarane:koto:arumond3ane: lgs kurutteja:?ll,
kurutteka:212,kurutteke:‑ltX}i3
}liEll22!21fi 2o6 moratta 2o7 kunno,kunnorna:?E}il,kuraSfe:.lttr2 2os jatta

20g kuretaka,jattaka
a6V?IS')iSZSI 241 sumane:na:,warina:
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665754 SftE;(as(ltkjWiF)JkUErrjtff[r1Te
tfirtSlr･iirwt :.gliilSiS81 147 haiogirojo 14s konnoogirotteba 14g ahetekerojo

lso aheteke:rotteba lsl igvad3a:naijo,igurnajo ls2 igtunatteba
153 ittta:damedajo ls4 iganadiurttfa:nannai
desu'st4SeiStEE 155 igurjo ls6 oigaigurjo ls7 a:ijakonohanakire:dana:
kZ･ebklS･itSt2k51 lss iguabe:toomottenga lsg igrumai 16o iguabe:jo,aibejo
161 igitaina: 162 igitadiulttetamannai 163 igitathulnai,igitaha:nai
164 ittemoraitaina:
ma'ew.g.･fikPifiiltliR 16s igtudzwra 166 iganaidzurra,iguimaijo,

iganaid3a:naharo:ka21i 167 iguadzuarajo,igurd3a:naharo:ka
16s itta:dzuarajo,ittsurrajo,ittad3a:naharo:ka 16g itta:dzurrajo
17o amedzwrajo 171 ×thuattekiso:da 172 xjoidzuirana:
173 kanati:d3anaharo:ka 174 amedattfua:jo 17s tahaittttll:jo
176 itattSua:dai 177 diuad3isannojo:da
eeFdi･!Si/;StSl ls6 iguakaiganaika ls7 daigaigvaka lss nanda,nandajo
189 daika lgo dohopika lgl itsurka,itsuadaka lg2 joidaro:ka
193 daigajammopka lg4 kittojando lgs krundatte
leept;t211ffl 2o6 moratta 2o7 ke:ro 2os ke:ta 2og jattana:,kurwaSitana:

6VS')iSiJfi 241 stumanaina:arigato:sama
666249 ptma.PRI#MasasiltrdesErrMlrttraEF

di74it･tvhltlilt.2iiEfiESI 147 hajakuokjo:jo 14s dondoNokjo:

149 wari:nasoko:tSittoaketekurjo:,wari:nasoko:tJittoaketekurepka
150 naJio:titeruda:hajakuakjo:,naJio:fiteruda:dondoNakjo:
151 (sottti:)ikunajo ls2 ittfa:dameda3a:natka,ittfa:ikaN
153 ittSa:ikaN,ittSa:dameda3a:naika ls4 ikaJia:naraN
desc.skIgeiSiSl 15s iku ls6 oreNiku,oreNika:,oreNikujo
157 anohana:supoina:,anohana:kekko:nahanadana:,
anohana:kekko:dana:
kZ.ebkE.eYiSiSl lss ikakkatomotteru lsg ikamai 16o ikamaika,ikaza:
161 ikitaina: 162 ikitakutetamaraN 163 ikitaka:nai 164 ittemoraitai
lfftig.me.IiiFifiilZiSl 16s ikura 166 ikanra 167 ikuzura 16s ittsura

169 itta3anaikana:,ittazura: 17o taite:amezurana: 171 diuriso:da,
diuriso:na 172 jokariso:na,jokariso:da 173 bjo:kirafi:
174 amedattto:S 175 takaittSo 176 itattto: 177 diu3isanmitaida,
diu3isanmitajo:na
leaIRdi.iSiESgijt ls6 ikukaikapka ls7 dareNikuka lss nanda lsg dareka
190 dokkaJii lgl itsudakke:ka lg2 e:dakana: lg3 dareNjarumonka
194 jarante:kotoNarasuka lgs kurutte:
IgEpt!eiStEfl 2o6 moratta 2o7 kurjo: 2os jatta 2og jattaka,kuretaka

MUS')iSIIfi 241 gottso:samaitsumomurattebakkade
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666781 SRtr(g5(Xltfiff)*UftN
ffu4>'ajilltXlt･XreSZSI 147 hajakvaokitekonne: 14s okiteko:jai21

149 to:aketekuarennei lso aketeko:toieba lsl ikurna

152 ittewadamedatoieba ls3 ittewadameda ls4 ikanakerebanaraN
dede'skqgZiSZSI 15s ikrujo,ikoso:?l ls6 oregaiktujo ls7 anohanawakireidana:
kg.glb 9S.nltil2iliSl lss iko:toWomotteiroga,ikuibeitoomotteirogast lsg ikaN,

ikurmaist 160 aibejai 161 ikitaina: 162 ikitakuatetamaraljgana:
163 ikitakuanaina: 164 Xittekturenne:
va･i91fiS,.tXmaiSilil 16s ikodenaine: 166 ikande:naine: 167 ikode:naine:
168 itta:rutbei 16g itta:rzllbei 17o amedarurbei,amedanno:
171 ×thuattekurrurna: 172 josaso:da 173 bjo:kidewanaine:
174 amedadatoijo 17s takaitoijo 176 itatoijo 177 diurd3isannojo:da
kif1di.ISZ/"kiStSl ls6 ikokaikanka ls7 daregaikoka lss ande: lsg dareka
190 dokopika lgl itsuadaka lg2 joidakana: lg3 daregajaruabei
194 seljkotogaaruabeinei lgs kuarotte:
wat2iSISI 2o6 moratta 2o7 kurrerijai 2os kuareta 2og kuaretane:
it6VilS' )iSZill 241 arigato:

669759 SllEl<gts(E!Z5Eff)=‑SeNpmdi
ffl7ditr･titwt ･XiSillSl 147 okirojo 14s hajaktuokineka

149 sokonomado:aketekurre lso sonomado:akero
151 (sottfi:)ittSa:ikene:dzo,ikvanajo,ittJa:damedajo:
152 ikurnatteiurpi ls3 ittSa:ikene:dzo ls4 ikanekja:ikenedaga
desu'axma 155 ikuajo 156 oregaikuajo ls7 anohanakire:dana:nantehanada

jo

kK.IEbftii･ngiSZSI lss iko:toomotteruiga lsg ikuimai,ikanejotll

160 ikurbja:jo 161 ikitegana:$ 162 ikitakurtefijo:gane:
163 ikitakuane: 164 ittemoraitai
iPffiS'JleefiS,'fikmailViEt 16s ikuadzurrajo 166 ikanedzurrajo

167 ikuad3ane:nokaiira,ikurdzuarast 16s ittadzuarajo,ittsurrajost
16g ittad3ane:nokana:,ittadzurrajost 17o amedaro:,amedzu:rajo
171 ×diuattekiso:da,thurriso:da 172 josaso:da 173 bjo:kidakamofirene:
174 amedattejtutteruagana: 17s takaittehanaridana,takaittena:
176 itaso:da 177 diuad3isannojo:da
eeFal.iftEEmilX;l ls6 iktukaikane:ka,ikuidakaikane:daka ls7 daregaikuika

188 nandajo lsg darekaga lgo dokka"i,dokkasokoirapi lgl itsuaka
192 i:nokana lg3 daregajaruamualjka lg4 jarane:kotogaarurmuanka

195 kurruattehontokai
IeepttiSZ51 2o6 moratta 2o7 kurrejo 2os jattajo,kurretajo 2og jattaka,

kurretaka
asVS')iltliEl 241 arigato:godzaimasuihontopisuiimaseN
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670004 Ti;NEI=F#iliftvawr
ta4)･Zattt ･eeSva51 147 ha:okiroe 14s okirojoitl! 14g akerojai
lso hajakuiakerojailll lsl igurnajo ls2 ittJa:damedadzo:

153 ittSa:damedadzo ls4 iganakjafo:ganai
lksc'stma 155 iguajo 156 tgurjo,iguadajost,igwdzo ls7 o:i:hanadana:
kk.2EbftiE.eYiliSl lss igusbetomotteri" lsg igane:,igume:tw 16o ja:bejo
161 igite:na: 162 igitakurtetamanne: 163 Xigane:dzo,igitakurne:as
164 ittemoraite:
va･JfSlfiS'tikmailiEE 16s tguabejo: 166 igane:bejo 167 iguadabbe:jo

168 ittadabbejo,ittabejost 16g ittadabbejo,ittabejost
17o Xamedadzo:,amedabena: 171 diurriso:da 172 i:mitaidajosc
173 bjo:kidabbe:na: 174 amedattSijo 17s take:rati:jo,take:ttJijo
176 itattSlhanatidana:,ttatttijo 177 diurd3isammite:da
reifS.NffkSXSI ls6 iguakaigane:ka ls7 dareiguaka lss nandai lsg dareka
190 dokkaJii lgl itsthka lg2 i:dakana: lg3 daren orejaruamonka
194 janne'kotoaruamooka lgs kwruidattfi
waptilllfl 2o6 moratta 2o7 kvarojai 2os jatta 2og jattaka
zaVS' )iSZEfiL 241 arigato:gozaimaJita

670097 T;S41 MtsfiilCny
taiftr.tw･geam 147 okiro 14s okirotll 14g madoakero lso hajakvaakerotll
151 iguana 152 iguanatt 153 tgtuna,ittta:ikenai ls4 iganakjanarane',

iganakereba
dede.sk4SeliSXER lss igur ls6 oregaigua,oregaigurda ls7 anohanakire:da
esJaE,E,,i･gthftiS.eYiliSl lss igtubetomotterw lsg igane:,iguame'sc 16o igane:ka

=Ji'

161 ikite:na: 162 ikitaktutetamanne 163 ikitakuane:,ikitakane:
164 ×jandekuiro,jandemorE:te:
iffIEI.)iSS9",.fi:caiSiifl 16s iguadambe: 166 iganedappe: 167 iguadappe

168 ittadappe 16g ittadappe 17o amedappe 171 diuariso:da 172 josaso:da
u3 bjo:kidrafi: u4 amedaso:da#.,amedattto:{l> 17s take:so:da#.,
take:ttto:fa 176 itaso:da#.,itattto:fa 177 ditud3isannojo:da,
diurd3isammite:dana:
eema.NEkiftJfi ls6 ikkaiganeka,iggan iganagaN ls7 dagaikka,dagaiggaNst

lss nanda,nandagaNS,nandae lsg dakka,daredaganst lgo dokkaJii,
dokodagaNst lgl itsdidagaN lg2 i:ganna: lg3 daogajaruimopka
194 jannekotogaammonkajo: lgs kuirzukajo:
IeetZtiSgSl 2o6 moratta 2o7 kurro,kuarojo 2os darita 2og jattakatli

toVS' )iSiSl 241 arigato:gozaimasdi,sdiimaseN

670118 =F;X/4wwArewrk)ictE
ffa41r.#Uk.rw 147 okiro 14s okiroXl! 14g madoakenajo lso mado'akero
151 ikuna 152 itt:adameda ls3 ittSadameda ls4 ikanakjananne:da
tsss'blgeiltlfi 155 ikujo ls6 orepaikujo ls7 kire:nahanadana:
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kE.H,･enkiS･nseilgEE lss ikube:tomotteru lsg ikane:ja

160 Xikube:tomotteru 161 ittemite:na:,ikite:na: 162 ittemite:na:
163 ikitakune:jatll 164 ittemoraite:na
?EEicij'igfil",･fiftmailVfi 16s ikund3anekana,ikube:jonast 166 kittoikane:na

167 ikund3ane:kana: 16s ittand3ane:kana 16g ittand3ane:kana:
170 tabuNamed3ane:kana: 171 diuiriso:dana 172 Xiikana:,i:jo:da
173 bjo:kid3ane:nokana: 174 amedattejo 17s take:dattejo:
176 itandattena: 177 diud3isannojo:da
eema'iSZIiS!tlfl 186 igugaigane:ga ls7 daregaikuka lss anda,nanda{}
189 dakka lgo dokkani lgl itsegka lg2 i:d3ane:kana:,i:dene:kana
193 daregajarumonka lg4 NR lgs kundatte,kuddatte
wailtlfl 2o6 moratta 2o7 kunne:ka 2os jatta,xkureta$l!,dafitaEi}>

209 jattaya,kuwasetaka
asLNSOiStEfi 241 do:moarinato:

671135 T;rePRftglaseEFerlkrvf
tfit<lr. t}Xlt･2esIS2Igil 147 okiro:?li1,okirojo:,okina:kSIIi2 14s hajakuaokiro:

lll 14g mado:akena: lso mado:akero: lsl iguina: ls2 ittSa'ikene:do:

153 itttaikene:do: ls4 iganekerjaoene:
wtde･skqg!eel ls5 igbe: ls6 ogailsuada: ls7 kire:nahanadana:
kE,,H,.tm･nktESViZ lss ebbetomotterui lsg iljillmonka: 16o ibbe:

161 ittemite:na:,ikite'na:st 162 ikitaitetamarane: 163 ikitainai,

ittainai 164 ittemo"aitai
iEkS'igkfl",'fiimailZISI 16s ikuadappe: 166 ikanegappe:,ikanedappe:l9S{e

167 ilsurd3ane:kana: 16s ittadappe: 16g ittadappe:,ittad3ane:kana:
i9g21 17o tabu:Namedappena:Zli 171 ×thiHttekuiddo: 172 i:jo:dana:

173 bjo:kidene:kana:,bjo:kid3anaekana: 174 amecaSi:do:,
ameeaSi:dzo: 17s takaiso:da,take:so:dast 176 itaso:da
177 thurd3isanninitenna:,diurd3isammitaedast
kffdi.iSi/;li71tlf1 ls6 tkuakaikanaekast ls7 Xdarega lss nanda lsg da"eka,

daDeka lgo dokka lgl ttspaka lg2 i:dappena: lg3 datejaemokka,
daejaemokkatll lg4 jarannemongaaemokkalll lgs kuaddatte:,kurrvekana:
IeeptltiStlfl 2o6 moratta 2o7 kuarojotal 2os jatta 2og jattaka,kurwasetakast,

kasetaka:fi5
bUS')ilZSI 241 arigato:,aetgato:godzaimasua

672023 1#l4#afiAeag
fi4tr･;N;{Lltt ･geiil;reIl 147 okinajo 14s okirost,okirojo$,×okinasa:‑2I3;taI1,

ekirunda$Zli2 14g madoaketekure lso xhajakuakero$Zl!
151 (sottri)iku3anaijo ls2 sottriitttaikenaijo,ikuna$
153 ittSaikenaijo ls4 ikanakerebaikenai,ikanakutSaikene:ss
tass･drt!XEISI lss igujo ls6 oregaigunda,ikujo ls7 kire:dana:Xll

kg.eeiE･a$2SXlfl lss igube:toomotteru lsg ikitakune: 16o iko:3ane:kai,
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igo:3ane:kai,ikube:jo,igube:jo 161 ikite:na: 162 ikitakutetamanne:
163 ikitakune:na 164 ittemoraite:
#ftij.)likfie.fikooiStlil 16s igudaro:jo,igudappejo 166 iganappejo

167 igundappe,Xigundappena: 16s ittadappejo 16g ittandappejo
17o tabuNamedappe:,tabuNamedappejo ln diuriso:danalll
172 ×josasodappe:,×i:dappe 173 guaigawari:3ane:kana:,
bjo:ki3ane:ka$,bjo:kiraJi:jo$ 174 amedattejo 17s takaittejo,
takatso:dajo 176 itattejo 177 thu3isannojo:da,thu3isaNmite:dast
ewdi･EliSIZSI ls6 ikkaikane:ka ls7 daregaikuka lss nandai lsg darekaga
190 dokkani lgl itsuka lg2 i:Nkana:,i:nokana: lg3 daregajarumoNka
1st NR 195 kurundatte
}eepteiSZ51 2o6 moratta 2o7 kunne:ka 2os jattajo 2og jattakai
asUNS' )ilgSl 241 arigato:,arigato:gozaimasu

672133 +ijg/4measmelwrNA"ES
deiRr.ZIII;blt .eliilj;iSXijl 147 hajakuekirojo,hajauokirojost 14s hajaokiro

14g madooakenajo lso hajaakero lsl (sottSie)ikuna
152 sotttieittraikene' ls3 itttaikene' ls4 iganebbaikene
thsc.su4Sglfl 15s ikujo ls6 oregaigunda ls7 ara:kire:dana,ara:kire:dana:
kwt.engg.itutEiSilSl lss igo:toomotteru lsg igane 16o igo:jo 161 igite:na:

162 ikitakutetamaranai,igitakutetamaranaist,igitautetamanness
163 igitakunai,igitaunest 164 ettemoraite211
va.tee!ZSI.Mma$eEit 16s igudappe 166 iganedaro:,iganedappeS,iganeppefaut

167 igundaro:,igundappeS,egundappefa 16s ittadaro:,ittappest
16g ittandaro:,ittandappest 17o tabuNamedappest 171 thuriso:da
172 josaso:da 173 bjo:kid3ane:kana 174 amedatte 17s takaiso:da,
take:so:dast 176 itaso:da 177 diud3isannojo:dafa,thud3isammite:dast
eeRdi.!SiliSSiSl ls6 igukaiganeka ls7 dagaiguka lss nanda lsg dareka

lgo dokkae lgl ltsuka lg2 i:nkana lg3 dagajarumonka
lg4 jaranekotogaarumookata1 ,lgs kurundattetli
]eept:tilij$l 2o6 moratta 2o7 kure 2os jatta 2og jattaka

toVNSv)iSZSI 241 do:moarigato:godzaimasu
673026 +#lenftNasiJEve,JN41SE[rNva
ft4t.#th.ilSiljSSglfi 147 okine:ka 14s okirojo: 14g akero lso akerot}i

151 ittfaoine:jo 152 itttaoine:zo,igunadv ls3 ittSaikenatjo

154 ikanekkjaoine:jo
desu'sk!SiSl 155 igusa ls6 oigaigujo ls7 kire:dana:
ka.ebgS.tgiiliSl lss igo:toomotteru lsg ikume:,igume: 16o ibbe:sa
161 igite:na 162 ikitakutetamaNne: 163 ikita:ne: 164 ittemoraitena
?kij.igifiS.tikesiSZSI 16s igudappe 166 iganeppe: 167 igudappe 16s ittappe,
Xittappesa 16g ittaNdappe 17o tabuNamedappe 171 diurtso:da
172 josaso:da 173 bjo:kidappena 174 amedaso:da 17s take:so:da
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176 itaso:da 177 diu31saNmite:da
eema･iSiEftiSg$1 ls6 igukaigane:ka ls7 da:gaiguka lss aNda lsg

daikaga

190 dokkani lgl itsuka lg2 i:daoka lg3 da:gajaimoNka
194 jaNne:kotogaaNmoNka lgs kuddatte
Iesptltiil:ifi 2o6 moratta 2o7 kurejo 2os jatta 2og jattaNka

toVSDiiSiJiEt 241 arigato:gozairnasu

721920 ftgeci.ngaBE#KfiiZ!waiZ!?twwr
tfatitr. !Mt .scifieil 147 mo:okesas:an:oi21 14s mo:okenja:hajookere:

149 madobasukoSiakesas:an:oital lso madobahajoakere:
151 (sot:Si:)ikumoN3anakabai?Ell,(sokonja)ikantobaiZ}l,
(soke:)ikunajofa?IE ls2 itatSaikaN,ikuna: ls3 itatta:dekentotai
154 ikanjadekentona:Zli
desu.axny%2Jfi 15s ikanjanarantota:na:,tJa:ntoikugotofittoru
156 watigaikuto3a ls7 aNhanando:utsukutikamoN3aro:ka,

migotonamoN3ana:
kX.Ebk9E･igileifi1 lss tko:toomo:ttoru lsg ikume: 16o iko:de:
161 ikitakane:Illl,iko:gotoarune:2iE2 162 ikito:SitetamaraN

163 iko:gotonaka 164 ×ita:t"okure,×ita:tfiokuremaS:e:lt
tEEEg･JfSlfiS.fikeeilZilifi 16s iku3aro: 166 ikaN3aro: 167 ikuto3aro: 16s ita3aro:

{ii,,it:a3aro: 169 itato3aro: 170 o:kataame3aro:

171 ×￠uro:gotonat:Jikita 172 jokaro:gotoaru 173 bjo:kiraSika
174 ameNgotaru 17s tak:aso:3a,tak:agotarut}! 176 itat:Su:,
×itat:Su:banalE,itaso:na 177 diud3isan:ogotaru
eeFdi.iSi/ljikSl ls6 ikukaikaNka ls7 daregaikuka,dagaikukaili lss naNke:

189 dareka 19o dok:a lgl itsuka lg2 jokatokana:,jokat:Saro:kana:
193 Xdagasurumon:aaruke: lg4 jaraNkotsugadekurumoNka:
195 kurut:fu:tfija:
Iespt2iStEfi 2o6 moro:ta 2o7 jaraN,jaraNSe,×kuresaNSetl!1,kuren:afa,×kure
Zli2 2os jat:a 2og jat:ane:fa,jat:aka:
foVNtS')iiSYiEl 241 o:kini,arigato:gozaimas:uru,

korjama:hon:ido:fimaSo:kakokorozukufitfimoro:ttihon:ikinodokugo
zaimas:urunamori‑E
721950 Eties.PiVlia!ElfiSJEMEEITJIiM71gF!ttw

S7̀i}'tcth･lreifitifi 147 okiljkail}l,okenkaili9;Zll,okepkast 14s okero,okerohai

tli 149 akenkai lso akero lsl itaradekembai2},ikantojout ls2 ikuna
ls3 itaradekeN{I},ikkotanaraN ls4 ikariadekentode:?Elil,
ikapadekentobaitr2,ikapadekentone:Zli3
twss･dvllgereii lss ikutobaiXli1,ikutotaitli2 ls6 otigaikutobaitai

157 aNhanaNutsukussa
kg.kbkii.RgiiSZiEfiI lss iko:toomo:tJoru211,iko:triomo:ttorust lsg ikamme:
16o ikanka,ikanna‑ltlll,iko:jast 161 ikitakane:tll 162 ikito:titamaraN
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163 ikito:naka 164 itatfimoretaka
iPEftig.)Bll!7S,･fiknviSaifiI 16s ikuto3aro,×iku3aroasee,×ikasu3arotll

166 ikanto3aro,ikassaN3aroZli,ikassamme:$ 167 tkuto3aro,
xikasuto3arotal 16s itatttaro2iEl,ikaritattSaroec212 16g itattfaro,
ikaSitattSaroty211 17o amengotaru 171 ￠uro:gotanne:,
×thuttJikiso:niaru 172 jokagotanne: 173 bjo:kinogotanne:
174 ametSii:jorubai,arnettu:bai 17s takkagotanne:211,takkatfu:bai
176 ottatttu:bai 177 diu3isannogotarv
ntma.tt:iSSZSI ls6 ikkaikanka ls7 daggaikka,dagaikka lss nannaetli,nanke:

18g dacuka lgo dokka,dokeka lgl itsuka,itsu3ari
lg2 jokatttaro:kane:21i,joka3aro:ka lg3 dagasuttsu:naifaZli,

dagajaruttsu:naiS lg4 jara3i:dekurumonnai,jaraokotsunoarumonnai
as 195 kurutotfu:ka
wailXIfi 2o6 moro:ta 2o7 kureoka,jareas 2os kuretata! 2og kuwasetaka,
jattakaigE21 1 ,kuretakatwll 2
SVNS' )ill51 241 jokamoNmoro:tearigato:mo:gimagita‑ltZ}11,o:kiNtr2

722975 ma4Mwt?ptasP]Zrurs ?rp]zieijttutpor
fa41.tcLLE･geiESiEEII 147 okiranne: 14s okiro: 14g mado:aketSlkureNje:,
mado:akettikureNne: lso akero: lsl (sottJi:)itttaikaNjo:,
(sottti:)ikinasanna ls2 sottfi:ikuna:,sottft:jukuna:?IE
153 ittfaikaN 154 jukaJianaraN
uesc.sugSeiSgEII lss ikudokod3anaka211,ikudokorod3anaka,ikubai212
156 origaikvto 157 aNhananoutsvkurlkana:,aNhananoutsvkuSikabai,

koNhananoutsvkuSlsa:ma:sw
ka.eb2iE.it$iSiEEI lss iko:toomo:torubai lsg ikambai,ikaNjo: 16o konne:,
konkai,iko:kai 161 ik;takana:#.,iko:gota:ruEf
162 iko:gotattefonnakana: 163 iko:gotenaka 164 itemoraitaka,
itemorja:takakigiS
ma･*lgesc.tikasiSilfl 16s ikasudaro:tl!,ikudaro:st 166 ikassandaro:Zli,

ikandaro:st 167 Xikasvtodaro:tai,ikvtodaro:st 16s Xikat;tadaro:na:
211,itadaro:na:ss 16g ikaSltaddaro:,itatodaro:it 17o o:kataamedaro:
171 diuro:gotaruna: 172 ×jokaro:na:,jokaro:gotanna:sc
173 bjo:kipgotaruna: 174 ametfu:bai 17s takkatru:bai
176 ottatru:bai 177 thud3isannogotarune:
eema･NffSiSl ls6 ikvkaikanka ls7 dagaikvka lss nanka,nanne:tal
189 darika lgo dokka lgl itsvka lg2 jokakana: lg3 dagasurutru:ka:
lg4 tepaorarurumonka,jaraJiadekenna:2Ell lgs kuruteja:
Ies/ll2$Z51t 2o6moro:ta2o7kurenne:,kurero?l2osjatta,kuretakiSilf
2og jattaka:,jattape:Zl!
toU"')ilZIfiI 241 o:kiJii21i1,arigato:211,arigato:godzaima.flta212
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723767 evEiM#esft?ptastsnwrMft
fibil)･l¥{Llt･eeww 147 hajo:okinaijo: 14s kora:hajookiNka:

149 mado:akenaijo:,madobaakenaijo:tw lso nariteakeNka:,
korahajoakero: lsl (sot:ri:)ikinan:a: ls2 naSitesot:Si:ikutoka:,
sot:fi:itaradekemba:i,sot:ri:ikunast ls3 itenaNdekembai
154 ikanja:narambai,ikanja:naraNtojo:,×ikukotonat:ot:ojo:,
ikanjadekeNst
dede'blEeeiSl]il 155 iku,ikujo: ls6 orlgaikugotonat:ojo:,origaikutojo:,

origaikutobaas ls7 anohananorip:akakoto,anohananogide:rlp:akane:,
anohananosugokurip:akane:,anohananokirekane:st,anohananokiresa:

nt

kX'2Ebftii.itgiliEl lss iko:toomo:toru,iko:daitoomo:torust lsg ikambai,
ikumailt 16o ikoja:,iko:ja: 161 iko:gotarune:'Ekf,ikitakane:ff
162 ikito:fitetamaraNpt,iko:gototitetamaraN"EIIf 163 iko:gota:naka:'itf,
ikito:naka:ff 164 itemoraitaka
IPIftEg.)FiRfise.fltcaiESI 16s iku3aro: 166 ikaN3aro: 167 ikuto3aro: 16s ita3aro:

169 itato3aro: 170 o:kataame3aro: 171 thuro:gotoaru 172 jokagotaru
173 bjo:kinogotaru‑F,bjo:klnogotoarult 174 amegenabai 17s tak:agena
176 Ot:agena 177 diud3isan:ogotaruF,diud3isan:ogotoaru‑lt
ntma'5i/iiSSiSl ls6 ik:aikaNka ls7 dagaikuniro lss nanikatlil,naNne2iE2,
naNnalll3 lsg darika lgo dokeka lgl itsuka lg2 jokarokaine:ilf,
jokakana:wt lg3 darigasurumoNka:,dagasurumoNka:
194 jaraNtSu:kotogaarumoNka:,teNttu:kotogaarumoNka:{P
195 kuruteja:
Rptl:tiS2]ifiI 2o6 moro:ta 2o7 jaraNka‑lt,jare:jo‑F 2os jat:a:,kureta:‑F

209 jat:aka:,kuretaka:T
MV8')iSiJiEl 241 arigato:moSiagemafita:

723882 eni!EVPfimuwr
ffl74}･l;sih･Xil3}iStSl 147 hajo:o:kijo:,hajo:o:ki: 14s hajo:okiNka:

14g hajomadooake: lso hajoakeNka: lsl ikaNkoto ls2 ikuna:
ls3 itfa:dekeNtli1,×ikukota:dekeNsslttai2 ls4 ikan:araN,

ikanjadekeNth
desu.axEgeil251 lss ikujo:,ikusa: ls6 origaikujo:,origaikuba:i

ls7 un:jaanohanarip:asa:ut,un:jaanohanakire:sa:ltwll
kg･EbYE･ngiSZ51 lss iko:t:eomo:toru lsg ikumja: 16o ikoja:
161 ikitakane:,iko:gotoaruna:$ 162 ikito:ritetamarambai
163 ikito:naka 164 it:emorja:taka
IPES'JleefiS.fikeaiSXiil 16s ikuro: 166 ikaNro: 167 ikuto3aro: 16s itaro:

169 itato3aro: 170 o:kataame3aro: ln diuro:gotoaru 172 jokagotaru
173 bjo:kinogotaru 174 ametSu:bai 17s tak:atJu:bai 176 ot:at:Su:bai
177 diu3isan:ogotarubai
eema.ptffSve;l ls6 ikukaikaNka ls7 dagaikuniro lss nanika‑F,nanija:Zlll,
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nan:atr2 lsg darikaga lgo dok:ani lgl itsuka lg2 jokaro:kaine:,
jokaro:kaina:?E}i lg3 darigasurumoNja:ili,darigajarumoNka:M
194 teNkotogaarumoNka: lgs kurut:eja:
tesptlt2Stifi 206 moro:ta 2o7 jare 2os jat:a 2og jat:aka

asUNS')2SZSii 241 arigato:gozaSita
72389s Ei[ifiISIilljFA?ntiEflililJlIEUr)kZLLIralte

tiittilr.;nt!t .geiljSrefi 147 mo:okimbatai 14s koraokiro 14g madowoakete,

madobaaketel lso madowoakeNka:,madobaakeNka:
151 (sot:tie)ikaNkoto ls2 sot:fieikutodekeNzo: ls3 it:taikaN
154 ikambanarantobai
desc'sug%2M 155 iku ls6 oregaiku,oregaikutobai ls7 anohanawakire:kana,
arja:kireka:tai,anohananokiresa:st
kZ.EbkiS.itgilgSl lss iko:tomo:toru lsg ikumja: 16o ikoja:
161 ikitakana:,1ko:gotoan:e:S 162 ikito:SitetamaraN
163 iko:gotonaka 164 it:emoraitaka
IPIkS'jfikfi",･tlikPiSZ51 16s iku3aro: 166 ikaN3aro: 167 ikuto3aro:,ikut:Jaro:fa

16s itato3aro:,itat:Saro:S 16g it:ato3aro:2S!1,itato3aro:tai2

170 taite:ame3aro:2,taigaiame3aro:,o:kataame3aro:
171 diuro:gotoaru 172 jokagotoaru n3 bjo:kinogotoaru
174 amet:eijorubai 17s tak:at:Ju:bai{e,tak:agotoarubai,
tak:at:eijorubai 176 ot:at:tu:bai 177 diu3isan:initoru,
thu3isan:ogotarufa
eema･ttffSSa$t 186 ikukaikaNka ls7 dagaikutoka lss naNja lsg darekaga,

daikaga2 lgo dokokani,dok:aniS lgl itsuka lg2 jokakana:fa,
jokarokana: lg3 dagasurumoNka: lg4 fe3iokumoNka: lgs kurutoja:9,

kurutoteja: kurut:eja:

'
E2e2ileER 2o6 morota9,moruta
2o7 kutro: 2os kureta 2og jat:aka:,jat:ane:
'

2,kuretaka:
6V""piSilfl 241 o:kini,arigatogozatita9

724897 lptlptnvenntNij?ptur
fS}r4t.atsI;{Lkt .eema 147 hajo:okiNka: 14s hajo:okiro: 14g madoaken:e:st

150 madoakero: lsl ikinasan:a: ls2 ikutodekeNzo: ls3 it:ewadekeN
ls4 ikanjaikantoba:ita!1,tkanjadekentoba:i2Ii2
dess.axt!Skiltlfl lss ikusa: ls6 origaikujo:tl!1,origaikubaiZll2

ls7 anohanawakire:kanja:,a:kiresa:anohananoZli
kva･ebkiE.tSiSZ51 lss ikokat:eomo:toru lsg ikumja: 16o ikoja:
161 ikitakanja: 162 ikito:SitetamaraN 163 ikito:nakabai
164 itemoraitaka
?k!g･reIAS.,･fikmaiSZIfi 16s iku3aro: 166 ikaN3aro: 167 ikuto3aro:

168 it:a3aro: 169 itato3aro: 17o o:kataame3aro: 171 thurugotoaru
172 jokagotoarubai 173 bjo:kinogotoaru 174 amenogotoarubai
‑ 525

175 tak:agotoaru w6 itat:tfu:bai 177 diu3isan:ogotoaru
eeea･5iRSSIi$l ls6 ikukaikaNka ls7 darigaikuka lss naNka:tlil, naNja:21! 2
189 darikaga lgo dok:ani lgl itsuka lg2 jokakanja:
193 dagajarumoNka: lg4 jara3iokumoNka: lgs kurut:e:
Eijpt!tilZilfl 2o6 morota: 2o7 jare: 2os jat:a: 2og jat:aka:

asVS')ljSllill 241 arigatogozaJita:

724g3s tEecPk(Pfigrfi±#wr
fSi74}･nt±t ･eeilj;illSl 147 mo:okinsai 14s hajo:okinka

149 Xmadobaaketejokaku:kibairero,madobaakero,mado:akeNsai
150 hajo:akenka lsl (sottJan)ikiNsanna ls2 sottlaNikuna
153 iggidekeN ls4 ikambadekeN
rasc.drqglikM lss naJia:satee:temolku,satee:temoikambateomo:toru,
ikkvfa: ls6 oigaikvtobai ls7 aNhana:kire:kaJia:.H.:,
aNhana:rippakaJia:

kX'tm.nYiSXIl lss ikambateomo:to?,tkambateommo:to?,iko:teommoto?
lsg ikumja: 16o iko:d3anakka 161 ikltakaJia:,iko:gotaJiria:ilf
162 ikito:JltenosaN,iko:gotoJltenosaNiili 163 iklto:naka,
tko:gota:nakata! 164 Xttatekuruggotoommoto?,

× itatekuirasugotoommoto?21

#EEk･]B31!9sh･tXmaiS2Sl 16s ikud3aro: 166 ikja:summja:,ikand3aro:es

167 ikvtod3aro: 16s itad3aro: 16g itatod3aro: 17o o:kataamed3aro:
171 diuro:gotaru,aju:gota?ikZl! 172 jokaro:gotaru,jekaro:gota?st
173 erokagennogotaru21i,orokagennogota?st 174 amettu:bai
17s takkarogotarutai,takkatfu:bai 176 ottatSu:
177 thud3inojamanogotaru
eema.!figklZSI ls6 ikud3aiikand3ai ls7 daigaikutod3airo lss naina
18g daid3ai lgo doke:d3ai lgl itsud3ai lg2 jokatod3aro:kapa:
lg3 dagasvkka21,dagasvttokatai lg4 se:d3iokumopka lgs kvtteja
RptltiiStliil 2o6 morota 2o7 kuiro 2os kuita 2og jattaka

6VS･)ilXSI 241 o:kiN
725864 evClvamptwFasJkftwr)kci:3fits
fSittib'#th･geilj$21fi 147 kora:mo:jonoaketazo:okiNka:

148 hora:gakoikambazo:okimba,hora:hajookiro:
14g madobaaketekureNka: lso hora:akero: lsl ikuna: ls2 ikuna
153 itatfa:tsumaraNzo: ls4 ikambanaraN
ffsu'skma 155 iku 156 otgaikutotai ls7 anohananoutsukuSisana:,

anohananoutsukurikakoto
kE,i,it.gbkiS.ntgilXgl lss iko:toomo:toru lsg ikumja: 16o ikoja:

161 ikitakana: 162 ikito:ritetamaraN 163 ikito:naka
164 itatemoraitaka
IPfilij.ew.g,.fikmailXifiS 16s iku3aro: 166 ikaN3aro: 167 ikuto3aro: 16s ita3aro:
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169 lt:ato3aro: 17o o:kataame3aro: 171 ￠us:oniaru,thurugotoarutll
172 jokasoiaru 173 bjo:kiratikafa,bjo:kiNgotoaru 174 ametiu:zo:9,

amet:ei:joruzo:,amegenazo: 17s tak:attu:bai{5,tak:agena
176 ot:at:Ju:fa,ot:agena 177 diud3isan:ogotoaruS,diud3isan:ogotaru
eeas･NEIS!tEII ls6 ikukaikaNka ls7 daigaikutoka lss natka: lsg daikaga
190 dokokani lgl itsu3airo lg2 jokakana: lg3 daigajak:ana:
194 do:at:emojara3a lgs kut:oteja:
Npte]tiiStlfl 2o6 moro:ta 2o7 kure,kureNka:{e 2os kuita: 2og jat:aka:,kuitaka:

fa
asUNS' )iSViit 241 o:kiniarigato:gozaimasu,o:kiniarigato:gozaimarita,
o:kiniarigato:lli,o:kini21

725954 ee}NMIIen,EFasJllmawwjiSIK
E}riRr.6ntt .iaslj$ZSI 147 hajo:okin:e 14s ma:daokintokahajookiro

149 madobaaketekurero: lso madobaakerot:eju:tata:hajoakero
lsl ikuna,ikantozo: ls2 ikunat:eju:tata:ikunatll ls3 ikukota:dekeN
154 ikambanaraN
whss･su4%eEEI lss ikusa: ls6 oigaikusa: ls7 aNhanaNutsukufikaili,
aNhanaNkireka:$li,aNhanaNkiresa:iili
kE.E,i･kbES.ntgiltSl lss iko:t:eomo:toru lsg ikumja: 16o iko:de
161 ikitakanja: 162 ikito:titetamaraN 163 ikito:naka,iko:gotonaka,
ikogotonaka 164 itatemoro:taka
IPEkS･ewk.IikFiasZlifi 16s iku3aro: 166 ikaN3aro: 167 ikuto3aro: 16s ita3aro:

169 itato3aro: 170 o:kataame3aro: 171 ×diut:eku:gotoaru
172 jokagotoaru 173 bjo:kiNgotoaru 174 amet:ei:oruff,amet:ebati!i,
amet:Ju:ta:ili 17s tak:at:Su:ta:,tak:at:ebai 176 ot:at:Su:ta:
177 diud3isan:ogotoaru
ntma.Ni"iSIZSI ls6 ik:alkaNka ls7 daigaik:a lss nan:a lsg daikaga
190 dok:ja: lgl itsu3airo: lg2 joka3arokanja: lg3 dagasurumoNka:Zll

194 fedzi:njaokumoNka lgs kurut:eja:
]llEpt!eiSilfl 2o6 moro:ta 2o7 kurero 2os jat:a2iEl,kuretata12 2og jat:aka:

zaUS' )iElfi 241 o:kiN,o:kini
726614 EilliiMwt)kZt?ptasEJIIwaJl(vaK

iniilr･nt!t ･iasmeIl 147 hajookire 14s okinka,okintoka 14g akere
150 akenka 151 i?na ls2 i2na' ls3 i?towarukadzo' ls4 ikanbatai
desu.it4SeiESI lss i2totai ls6 oggai2,oggai2to ls7 anohanan?tsuccika

kg.ebi9S.NgilXEfi lss ikokatfiomotSorv lsg ×ikarummonka,ikogo2nakast
160 ikode'tll 161 iko'gottar 162 ikogoteikogotetamaran 163 ikogo2naka
164 ittemoraugotSarst
reij･ewee.fikmaiSgSl 16s idd3aro: 166 ikand3aro: 167 idd3aro:

168 ittad3aro: 169 itta‑d3aro: 17o amed3anakaro'kai,amed3aro:
171 diuggottar 172 jokagottar 173 bjo:kid3anakadd3aroka
‑ 527 ‑

174 amengottarS 17s takkatSine: 176 itattSita:,ottattSlst
177 diud31sannogotfanna:
ewdi.ISiftkiStSl ls6 ikkaikanka ls7 dagaikka lss nanka lsg dagga lgo dokeka

191 ikka lg2 jokakkana: lg3 dagasuttokka lg4 jaradebajokamonka
195 kuddotJina:
}agptei}Stlfl 2o6 morota 2o7 kurere 2os kureta 2og jattaka
toVS')iSiiifil 241 o:kini･

726948 iptfifiJklstffi?@M2Ta
Elr4r.tit{Llt.Xma 147 haiokirojo: 14s haijo:okiNka:
14g madobaaketekuren:e: lso haimadobaakeNka: lsl ikuna:
152 ikebadekeNzo:as ls3 it:ewaikaNzo:,it:ewaikeNzo:,it:ewadekeNzo:

faS 154 ikambanaraN
dess.bltlSEillSl lss ikutota:i ls6 origaikutotai ls7 anohanawakireina:,

anohanawaktreikana:,anohanawakireisa:st
kki･giteiE･nYiSZSI lss iko:toomo:toru lsg ika:N 16o ikoka:21!1,ikoja:21i2
161 ikitakana:,iko:gotoan:a:211 162 ikito:titetamaraN
163 iko:gotonaka:ilf,ikitonaka:tl 164 itat:emore:taka
iPkij･JlikflS,･tlXeeiSZJfi 16s iku3aro: 166 ikaN3aro: 167 ikuto3aro:

168 Xikaita3aro: 169 itato3aro: 17o tabuName3aro:
171 ×diuro:gotonat:a: 172 jokagotaru 173 bjo:klNgotaru
174 amegenaba:i 17s tak:agena 176 itagena 177 diu3isan:ogotaru
eema･NffS8I ls6 lk:aikaNka ls7 darigaik:a lss naNka: lsg darika
190 dok:a lgl itsuka lg2 jokakana: lg3 daigajarumoNka:
194 jara3inaokumoNka: lgs kut:otfija:
leepttilZJfi 2o6 morota 2o7 ku3:o 2os jat:a 2og jat:aka

i}6VS' )iSZSI 241 sorjagote:ne:niarigatogozaimasu
726952 evirIFMdienasgllittilllij711gri'vaKLJNM

de4t.tw.ma 147 hajakuokinasai,hajo:okinasaias 14s hajo:okiNka:
149 mado:akeNka:,mado:aken:e:nt lso hajoakeNka:,hajoakero:
151 (sot:ra:)ikunat:eju:ta:tll,(sot:taN)ikuna:
ls2 ma:dawakarantoka:sot:raNikunat:eju:ta: ls3 it:ra:dekeN
154 ikambadekentozaiict1
wtsc.axt!gllilgel lss iku ls6 orugaiku:,orugaikuzaist

157 arja:mezuraJi:utsukufi:mon:ja:tal,anohanamezuraSisa:S
kE.E,,･tm･itis:iiiSZIfit lss iko:toomot:oru,iko:daitoomot:oru{}F lsg ikumja:

160 iko:ja: 161 ikitakanja:fa,iko:gotoan:ja: 162 ikito:fitetamaraN
163 ikito:naka 164 it:emorja:taka
?IEgg.)ISg/S,･fikmaptl 16s iku3aro: 166 ikaN3aro: 167 ikuto3aro: 16s itaro:

169 it:ato3aro: 170 taSikjaame3aro: ln diurugotoaru
172 jokagotoaz:ai 173 bjo:kinogotoaru 174 ameNgotojuwaz:aiZll,
amegja:na,amet:fu:zaiilf 17s tak:agja:na,tak:atfu:zaiitf
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176 ot:at:iu:zai 177 diud3isan:ogotoaru
eeIldi･!SZ/eSli51 ls6 ikukaikaNka ls7 dagaikuiro: lss nan:a lsg daruka
190 dok:a 191 itsu3airo lg2 jokatokanja: lg3 dagasogjaNkotojaruka:
lg4 tendeokumoNka: lgs kut:eja:
IeeptkiSllfi 2o6 moro:ta 2o7 kure: 2os jat:atai,kureta 2og kuretaka:

6US' }$a;l 241 arigato:gozaimaJita:kogjaNJendemojokatoni:
727524 eeIi.flftPkSWMXXwr
iSl74t.Xih.geiSSSiEfi! 147 anadahajookirejoZli1,hajookirapkatal2

14s guzuguzuritSo:joihajookireZli 14g ma‑do:akerejotl!,mado:akerejo21,
ma‑do:anaake?kureNkaZll lso hajoakeNka2IE lsl itaraikaNjo,i?najoiiiStl!
ls2 i?natfu:tarai?najo,mataittokalll ls3 itaraikanne:fa,
itaradekentojoS,i?nane:tll,ittenaikantojo}ll,itarainaka?zo21!
ls4 ika3aikantojakenna:,ika3adekintojoiiiindl1,ika3aikantojo9tl
whsu･bll!SeSltgl lss ika3aikaNtojo,ikujot}i1,ika3aikantotaital2,itekutte:
2113 ls6 oggaittojo,oggaittotaiZli ls7 aNhana:kire:kane:,

aNhana:rippakane:twtl!1,aNhana:ukkugikane:Zli2
kg.kbkig.ntgiSgESI lss ittfiomotJottojabattefaZll,ikokatsiomotsoas
159 ikaNjo,ikamajo 16o ikojana,iko3anna:iS 161 ikonotfaabbatena:tr

162 ikonottattetamarantojabatte 163 ikooottanakajo
164 itemoraopotJattojabatte,itemoraitaka
ua.Jtskfi",･fiiFitsi51 16s itto3anakadd3arokana:,itto3arojonast

166 ikantotanatal,ikanto3arost 167 Xitto3anna,itto3arodai
16s Xitadd3anna,itadd3arona:tli 16g itadd3arota! 17o ame3aro,
×amekamowakaraN,×do:teametanata! 171 ×diutteku:gotra?jo21,
diurugotSa?sh 172 jokanotSaNjo y3 bjo:kingotSa?jo 174 ametSiju:tajo,
amettiju:tobajost 17s takkatttu:monnoZli 176 ottattSu:
177 thu3isannogotfa?

eeFS.ma ls6 ittojaraikantojara,ikkaikaokaut ls7 dagaittojara,
dagaitto3aroat lss nanka: lsg da:ka,da:kagaas lgo dokoinatto,
dokenatto lgl idd3aroZll lg2 jokadd3aroka: lg3 dagasu?mopkaZl!1,
dagaja?moljkaili?Ell2 lg4 jarantSikonnoa?mooka lgs kuttotSija
}gijptiliiSgEE 2o6 morota 2o7 kurere 2os jattaXIil,kuretaem2 2og kuretaka

MUN8o2SaSl 241 o:kenna:
727932 eses.PtwF7fif¥fiRE[r
tSl7tf)･ZXts Lltt ･ma 147 jonoaketazo:hajookiNka:

148
14g
lso
ls2

XokiNgotoarebadiutombagip:aruzo:,hajooktro:ss
madooaketekureNka:,madobaaketekureNka9st
akerotoju:toninafiteakeNka:,hajo:akerost lsl ikume:zo:
itaradekeNze:st,ikunatoju:toru3anakaka: ls3 it:fa:dekeNzo:

154 ×iko:gotonat:torug
desu'blI!SililZSI lss ikutll ls6 orugaikujo:sc,orugaikuto:
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157 anohanahonto:niutsukurikabai,aNhanawakire:kana:sk
kS.enig･itkt21Xigl lss iko:toomo:tforu lsg ikume: 16o iko:ja:
161 ikitakana: 162 ikito:titetamaraN 163 iko:kotonakatli,ikito:naka
?Ell 164 itat:Simoraitaka
EPIkSg･jiftf?S,･{(ikmaikigl 16s lku3aro: 166 ikaN3aro: 167 ikuto3aro:

168 it:a3aro: 169 itato3aro: 17o taige:ame3aro: 171 diurugotoarubai
172 jokagotoarubai 173 bjo:kiNgotoaruZlll,bjo:kiraJlkabaill!2

174 amegenabai 17s tak:at:Ju:zai 176 ot:at:tu:zai
177 diud3isan:ogotoaru
ceiFdi.Mif"SSZSI ls6 ikarurukaikareNka,ikukaikaNka ls7 darugaikuka
188 naNka: 189 darukaga lgo dok:ani lgl itsu3ari:ro:
192 jokato3aro:kana: lg3 darugajarumoNka:?ll,darugajaruka

194 jaraNkota:naka lgs kut:ote:
ll:Ell2iliSl 2o6 moro:ta 2o7 kud:o: 2os kureta 2og jat:aka

6VNS' )iSgSl 241 o:kininowai
728424 anMptth?utasE[YZ)?pt[E]7EKJZ?ptzaK

fi<tr';!l{iLt .Xwa 147 mohajo:okire:bajokadd3aN
148 ikuraju:tatteokiran3ottenandeokiraN 14g madobaakere:
150 sassaakepkai 151 (sott"na)i?na ls2 i?najo: ls3 itaratnakaddzoi

154 ika3a:lnakae
whua.drggeiE51 lss ittotai ls6 oigaittotai ls7 a:egide:anhanakirekamonne:

kki'tm.itgiS2Sl lss ikottitomottoito lsg ikaN 16o ikodei
161 ikogotaine: 162 ikogotrattetamaraN 163 ikogotanakajo:
164 ittemoraogatai
ma')ssl!/",･fikFifiiEiSl 16s idd3arone: 166 ikan3arodai,ikan3arone:

167 itto3aro3aN 168 Xitadd3arokai 16g itadd3aro3aN
17o ame3anakadd3aro:kaill! 171 ×thukkuiso:tai 172 jokagotfai,
jokagotoaine:,×jokaro:ss 173 waika3anakarokaiZl!,waika3aro3aNXIi
174 amettJidzo: 17s takkattidzo: 176 oitottridzo:
177 diu3isannogotjai
ft:EIIdi･!Si/IEilZ51 ls6 tkkaikanka ls7 dagaikka lss napka lsg daika lgo dokekka

191 idd3aro211 lg2 jokadd3arokane: lg3 daigasuitokai
lg4 jaranko?noaimonka lgs kuitotfi:Zll
Il}ptMiSXEfiI 2o6 morotajol 2o7 kurere 2os kuretajoi 2og kuwasetakkai?l

6US' )ilZiEII 241 arigato:godzaimasu,o:kinijattana:'Ek

728951 ftdefXnjaerFasE}IYtie5wr¥mspmkwr
deft･Arr!tsth.geE$Sifi1 147 mo:hajo:okin:e 14s hajo:okiNka:

14g madobaaketekuren:e: lso akerot:eju:joro:ga:
151 (sot:fi:)ikuna:i ls2 sot:Si:itat:Sadekembai ls3 ikuna:i,
itat:ra:dembaist ls4 ikambadekeN
dess.axtgzzilifi 155 ikubai,ikuta:i ls6 oigaikuba:N,oigaikutoba:ist
530

157 anohananoutsukufikakotost,anohananokire:kakotoss,

anohananokire:sa:$,aNhananokire:sa:em
kk.{EbS}.R$ift51 lss iko:toomo:tSoifa,iko:daitoomo:troi lsg ikaN#21
16o iko:ja,ikugotofu:ja: 161 iko:gotaine:,iko:gotaina:Zli
162 iko:gotat:etamaraN 163 iko:gotanaka 164 itatemoraitaka
IEEfi.)lac!9G.fikPifiiStEfi 16s iku3aro: 166 ikand3aro: 167 ikuto3aro:

168 ita3aro: 169 itato3are: 170 tabuName3aro: 171 thuro:gotai

'

×diurjaSenro:kai21i 172 jokagotai 173 bjo:kinogotai 174 ametJu:bai
175 tak:at:fu:iS,tak:agenaen 176 ot:at:lu:bai 177 diud3isan:ogotai
eeFdi.Mlizzglifi ls6 ikumiroikam:iro ls7 daigaikumiro lss naNkai
189 daikaga lgo doke:ka lgl itsuka lg2 jokatd3aro:ka:i
193 dagasuimoNka:tl! lg4 teziokumoNka: lgs kuiteja:
tSE!;l2iE51/ 2o6moro:ta2o7kureNne:iS,jaraNne:xt2oskuitalli2ogkuitakai
MVS･ }iStSl 241 o:k1ni

730256 *su2aREes#KiSEwr*cSetutzptFetn
tf}r4b.¥th.sciljKSI 147 mo:3ikannattazookeNka 14s itsumadenetorukaokeNka
l,hajo:okeNkaosonaruzo 14g sokeake:fa,sokeakenasai
150 sokoakeNka: lsl ikuna ls2 ikuna ls3 ittfa:damezo,ittra:ikaNzo,
ikuna:fa ls4 ikanjanaraN2,ikanparaN,ikanjajake
asca.bll!SEililfl lss ikujo,ikuzo9,ikutojaiF,ikubaita! ls6 orejai‑F,

oregaikujai‑F,oregaikuzofa ls7 anohanawarippanahanajana:
itM.EbRiS.tYikSl lss iko:toomo:toru lsg ikaNzai 16o iko:jane:ka
161 ikttaigana: 162 ikito:detamaraN 163 ikito:nai
164 ittemoraitaigana:
?IftSl.)livaeS,･{fffii!iiijl 16s iku3aro: 166 ikaN3aro: 167 ikuN3aro: 16s itta3aro:

.

169 ittaN3aro: 170 o:kataame3aro: 171 huro:gotoaru,Xhutteko:gotaru
172 jokaro:gotaru 173 guwaigawaruigotaru 174 amenogotoaru
175 takaigena 176 ottagena 177 hu3isannogotoaru
nvlfi･NESIZSI ls6 jukukaikaNka ls7 daregaikuka lss naNka lsg darekaga
190 dokkani 191 itsujara lg2 jokaro:ka lg3 daregajarumoNka
194 seNtru:kotogaarumoNkai lgs kuruteja
ma 206 moro:ta 2o7 jare‑F,kure‑lt 2os jatta 2og jattaka
zaUNS' )iS21fi 241 arigato:#.

730522 utPgasZgtsitritgNtwaBfili

di74t'¥th.gema 147 hajo:okiNkaino,hajo:okiNka:,hajo:oki:jaem
148 guzuguzuseNtohajo:oki:jalll 14g mado:ttottoaketekure:ja,
mado:aketekureNkast lso hajo:aketttataI lsl ittSa:ikeNjo,ikunaZli
152 ittJa:ikeNtSatli,ikuna ls3 ittfa:ikeN ls4 ikaNpa:ikeNho,
ikaNJIa:naraN
uede･suma lss ikuija ls6 sorja:oregaikuhoija,sorja:omagaikuhoEiES(
ls7 naNtoma:kire:nano:,naNtoma:rippanano:ftigi±f/211,
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areomi:jama:kire:nano:
kg.kbftS･it¥ilgEEI lss iko:toomo:troru lsg ikuma: 16o iko:3ana:ka,
iko:ja: 161 ikita:no:,ittarae:no: 162 ikito:teha:matfikireNdejo,
ikito:teikeN,ikito:tenaraN 163 ikito:na: 164 ittemoraita:,

ittemorautoe:gano
iPES.ew.g,･fiftmailXill 16s iku3aro:de,iko:dai 166 ikaN3aro:,ikuma:

167 ikuho3aro: 16s ittaro:dai,ittaho3aro:211,×ittsuro:daiRINi?IE2
169 ittaho3aro:,ittsuro:tll 17o o:kataame3aro:dai 171 diuriso:na,
thuro:gotoaruili 172 e:jo:na,e:genai9Etll,e:gotoaru

173 wazuro:tSorugotoaru,kaoirogawar1:jo:na,guaigawaruigena
174 amette:ne,amete:ja, ×amette:nast 1 ,ame3agenaat 2

17s taka:te:ja y6 ottate:ja,ottagenailf 177 diujisaNmita:naXli

RIRul.ISZftpSgt$l. Is6lkukaikaNkals7daregaikuka,daregaikujaralssnaNna
189 dareka lgo dokka,dokodotal lgl itsujara lg2 e:hokana:,e:hokano:
lg3 daregajarukanaVll,daregajaruka: lg4 zettaijarukeN,
jaraNkotogaaruka lgs kurutejo:
}eeptEliiESI 2o6 moro:ta 2o7 kure:jata1 2os jatta 2og jattaka,jattakanaZli

toUllS')iSIIl 241 o:ke:,otaegato:gozairnasu,otaegataidesune,

goneNnoirimatite

730805 L"MRsw#ilif#HM

fa4S･;ul!t ･geil"iStSl 147 hajo:okiNsaijoat,hajo:okiriJia:th 14s madaokieka:

14g mado:akeJipa:ikende,mado:akende:ut lso madaakeeka:st
lsl (sottSi:)ikuna,(sottti:)ikiNsannablll! ls2 sottS:ittraikeN,

sottSi:ikuna$ ls3 itttaikendotwll1,ittSaikendent2
154 ikaJi ria:ikeN

deca･bll!SeiSX!fi lss ikude,ikuija$ ls6 wattJigaikuijaat1,oragaikuija212

157 arja:kire:no:,anohana:kire:nano:tr
kE,i,,!i･tm･RgilZiSl lss iko:tomo:tsoru lsg ikja:seNtli 16o iko:ja:,iko:koi
Z}i,ikande:‑lt,ikaljka:{ZS 161 ikja:e:no:tli,ikitaino:i#.;

162 ik;to:teikenno:st 163 iklto:na:no: 164 ×ikja:raljkano:‑lt,
×ikja:e:nopino:‑lt,×ittekurja:raokekomatttorult?ll,

Xikja:rja:e:noJiiittekurja:rankekomattroru,
×tttekurja:rja:e:noJiiittekurja:rankekomattSoru
lffiS.ew.e,･fiima7StliR 16s ×ikja:ro:te:?Ell1,ikud3aro:at2 166 ikja:ruma:te:

167 ikund3aro:te:,×ikja:ro:te:L 16s ×ikjattaro:L,×ikja:gattaro:
‑F,ittaro:te:,ittad3aro:as 16g ittand3aro: 17o o:kataamed3aro:
171 diuriso:nano: 172 ×e:dojo:tll1,×ekaro:d3a:t}l2,e:genaija$}3,
×ekaro:te:?Eli4 173 kagengawari:jo:nano:,kagengawari:genaijatr
174 amed3agenata!1,ameto:tli2 17s takaigenatll1,takaito:tli2
176 ottagena,ottato:Xll 177 diud3isannojo:na
ftIEfldi.!SZiiSSIIil ls6 ikujaraikaNjara,ikukaikaokatll ls7 daregaikujara

lss nanka,nandek lsg darekaga lgo dokkapi lgl itsvka
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192・k・…k・n・・，・k・…t・・注1，・・k・in・・注2，・・nd3・…k・

193daregajarum。Oka
kuru聡d3agenaino
授受表現206mor。：ta 207

194

jaraOkot。9aarude：195

kurende：上，kure：208

kurunde：参，

jatta

209

jattaka：，jattade：

上

あいさつ表現241arigato＝90dzaima∫匙a

り

・ki。t・早kaWa・etea・igat・・9・dZaima∫喜ta，a・igat。：9。dZa岨ta誘古

730837

山口県大島郡大島町小松

命令・禁止・義務表現147m・：。kiNsai
t∫ottoaketekureNsai

150

haj・：。kiOka

akeつka：

152sott∫iitt∫aikendo誘153

強調・詠嘆表現155ikuj。156

148

151

149

mad・：akeNsai，

（sott∫i）itt∫aikeNjo

itt∫a：ikeN

154

ika即a：naraN

wa∫igaikujo：注，・ragaikuj。：古

157anohana：kire：nan6：，anohana：kire：d3ano：認主
意思・勧誘・希望表現158ik・：t・。m。：t∫。ru
×d。：d。：∫。：ja：古161

ik喜t。：teikennod3aga多注163
ittad3aro：no：

16g

ikand・160

164

ittem・raitain。：

ikand3ar。：167

ittand3aro：

ik。：ja：，

ik喜to：tetamaraN，

ik喜t。mai

推量・様態・伝聞表現165ikud3ar。：166
168

159

iMtain。：162

170

ikund3am：n。：

te：99：amed3aro：

171φu・i…d3・n・・172・・」。・d3・注，・・j・・n・n。・注173

bjo：kinojo：na諭主2，9uaigawaruira∫i：do：
amed3agena言秀セ主

175

tako：9eぬa

174

b」。・ki・a∫i・n。・注1，

amed3aso：na，

1760ttagena注

177φud3isannojo：d3a脆。：

注，φud3i・ann。」・maη。・誘導

疑問・反語表現186ik典aikaηka，ikujaraikaNjara誘，i坤kaikaOkado：surujara
187daregaikりka，daregaikujara川開188
190dokkaJli，dokka

191

itsuka

192

na培a

e：ηkano：

194jara唾。t。9aarukakanaradzujaruj・：195

18g
193

dareka，darekaga誘
daregajaruka：

kuruηka：、，kuru

多，

kurutsu：oka注
搬i表了見

206moro：ta

207

kureXjka：，1艦ure：ja：注

208

jatta

209

jattaka：

あいさつ表現241arigat。：新，×dandaN古注1，dandande∫裏ta古老注2，
a・i9・t・・9・ZaN∫善t・古，・・i9・t・・9。・aima∫甚t・新

731128

福岡県宗像郡津屋崎町大字津屋崎

命令・禁止・義務表現147オキナサイ共148オケンカ149アケナサイ共150アケンカ
151イツタラダメ注，ユクナ152イツチヤイカン注153イツチヤイカン注154イカナナラン

強調・詠嘆表現155イクヨ注1，イククサ誘注21560regaikujo共注157アノノ、ナノキレイヵナー
ikja∫en注，イクマイ誘160イカンカ注，

意思・勧誘・希望表現158イコート湘←トル注15g

イコーコイ注，イキャイーヤナイカ注，イコーや注161イキタイナー共162イキトーテタマラン
163イキトーナイ

164イ・リテモライタイ

推量・様態・伝聞表現165イクヤロー多，イコーや誘166ikja∫endaro：多，ikandar。：，
ikime：ja注167イクトヤロー多，イクトジャロー誘168×イットローヤ169イツタトヤロー，
イツト唱酬や多170オーカタアメジヤローヤ171φr・：9。taru，φr。：9。ta

172jokagota㌔jokaro：90ta曜注173

bjo：kinogota
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174

注

amenogota7ai，

amegenabai言秀多

175

takaigenabai

疑間・反語表現186ikukaikanka注187
18g

darekaga共190

1760ttagena

daregaiko二ka

d。kkaj多，d・k。jka

177φ5isa漁n◎90ta「u

188ナンカ，ナンネ新

lg1イッヵ多，イーッヵ注192ヨヵヵナー，

ヨカトジヤ。一力誘多193dare9・・kk・・注，dare9・・u・・m・・k・注194冊注
195クルトカ注，クルテナ言秀注

授受表現206モロ＿タ207ヤツテンヤイ多，ヤランカ下，ヤツテンナイ注208クレタ注，ヤツタ多
209クレタカ多，ヤツタカ誘

あいさつ表現241アリがト＿ゴがイマス共，コーラケネーアリがトーゴサ

731288

イマス注

福岡県鞍手郡小竹町勝野

命令・禁止・義務表現147。kina：i
150・k・脚151iku・・152

148。kiっka

14g

akenasai共，akenai誘多

itt・・aik・・，itt∫・n・・a・誘注153

itt∫aakanzo注154 ikanaikaN
強調・詠嘆表現155ikubai 156。regaikut。tai

157

itt∫a：ikaN・

an。hanan・utsuku∫ikane：，

anohana簑outsuku∫iki：夏e：

意思・勧誘・希望表現158ik。：t・。m・：t∫・ru 15g ikambai，×ikume：誘注
160ik・脚161 ikit・・…162 iki…t・t・m・・amb・i，iki・。・t・t・m・・a・注
163ikitakune：，ikit。：ne：誘古164

推量・様態・伝聞表現165iku3ar。na：166
168

×itt∫oruJaro：

16g

itt∫im。raitai新，itt∫imoraite：畑鼠

ikan3aro：167

ikun3ar・：

itt∫orujaro：，itt∫onna「uja「o：

170・・k・・aam・3・・。・171×φ・・u…。・・a・，×φ・・u…。・，φ・・。・9・t…誘古前，
φ・・i・。m・b・i172」・k・・。・9・t。・・u，」・k・・。・9。t・・u誘多注

膿1躍鵠講k盤省：臓鼎盤課慧一a誘，
×。tt∫…b・i，・tt∫。tt・・…b・i，×・tt・b・i，。tt∫・tt・b・i注1，・ttat∫u：bai

注2，。ttat∫iba1多注2177φu3isann。9enabai
疑問・反語表現186ikukaikaηka 187 daregaikka 188
190d。k。k・，d・k・・k・誘古注191

naOka

189

darekaga

it・uk・192」。k・k・n・・注1，i・脚…注2

193dare9・j…m。・・k・，d・・e9・」…m。Ok・誘，d…」…m・脚誘，
d…」…k・・194」・・a鞠k・t・gaa・um。脚，」・・aOk。t・・aa・・k・・注

195kuruoka，kurut∫ika誘少
授受表現206moro：ta 207 kure：新，kuri：古208 jatta
あいさつ表現241×。：kini多，・：keni，・：kinine：注

731307 福岡県北九州市小倉南区大字曽根
命令・禁止・義務表現147。kiNkane新，・kiNkaN古148
14g
152

hajoaket∫okure
ittaraikeNdo：

150

153

強調・詠嘆表現155iko：wai

hajoakeNka

ikuna

154

151

209

jattake：

haj。。kiNka

ittaraikeNjo

ikanja：na「aN

1560regaiko：wai

157

anohanautsuku∫ima：

意思・勧誘・希望表現 158 iko：toomo：t∫oru 15g ikaNdai 160 iko：ja
161 ikitaina： 162 ikito：dekotaeN 163 ikito：nai 164 ×ittekureNkana
推量・様態・伝聞表現 165 iko：dona 166 ikumaizona 167 ikusoja「o：
168 ittad3aro： 16g ittaNd3aro： 1700：kataamed3aro： 171φu「o：90ta「u

一534一

172 jokaro:gotaru 173 bjo:kinogotaru 174 ametru:dona
175 takaittu:na: 176 ottazona 177 diud3isanninitforuna:
eema.NiigiEaSl ls6 ikukaikaNka ls7 daregaikuka lss naNka lsg darekaga
190 dokka lgl itsuka lg2 e:jaroka lg3 daregajaruka
194 SeNkota:arumoNka lgs kurutSina:
waiSiEfi 206 moro:ta 2o7 kunnai 2os jatta 2og kuwaSitaka
asUNS')iSgSl 241 o:kini

731665 ±fivaMNMasgElssIEttu?pt
itt!it.tL}tsilt.SiZmal 147 hajookinka 14s hajookinka 14g aketSikurenka,

akepkash lso hajoaki: lsl (sottfi)ikuna ls2 sotttiitSaikaN,
sottSieikuna ls3 ittawari:,itJaikaN ls4 ikariaikaN,ikapanaraNSst,
ika riadekiNkiE21
Xsc'drl!Seiliijl lss ikujo,ikuzo ls6 origaikuzo

157 attfiNhanawautSukuJi:no:
ka.tm.ngiSa$1 lss itJemite:toomo:tJoru lsg ikaN,ikando 16o ikanka,
iko:jo 161 itJemite:no:,ikite:no:ff 162 ikite:gano:,

ikito:3itamaraNth 163 ×ikaN,ikito:ne:tw,×ikando
164 Xgokuro:SitSekurenkatli,×ikarepkatli

ReK.JISS!IS.fikesiSgEfl 16s iko:,ikudo: 166 ikime:,ikando:st 167 ikund3aro:

168 itado: 16g ittand3aro: 17o do:seame3aro: ln ×diuttSekundo
172 Xi:no: 173 sakatine:no:,sakaiinb:gote:aruS 174 ame3atSu:gano:
175 take:tSu:gano: 176 ottattu:gano: 177 diu3isappijo:"ttfonno:,
diu3isannogote:aru
eefldi.Nffgasl ls6 ikkaikanka ls7 daregaikka lss napka lsg darika
190 dokka lgl ituka lg2 jokaro:ka lg3 darigajarumonka
lg4 jarepkotugaarumonka lgs kuruntSu:kano:
leeptleilllN 2o6 moratta,morotast 2o7 kure: 2os jatta 2og jattaka
6VS' )iSXIfi 241 o:kiJiiarigato:gozaima.rita

732095 *esmavakltas=rtwrwwi[
tftr41r';nt!t 'geiljliSZM 147 okiranna: 14s okiraoka,sassatookirapka:

14g akenai,aketJannat lso madobaakereteijoro:ga,akeoka,
sassatoakeoka,akettaraokant lsl ikuna ls2 ikuna ls3 itaraikambai,
ikantobai ls4 ikaJia:ikaN
desu.drqSEilXE;l lss ikubai ls6 oregaiku,oregaikvkvsant ls7 utsukutikane:,
anohananoutsukufikane:tr 1 ,anohananoutsukuSika:tr 2

kk.tm･ntgkM lss iko:toomo:toru lsg ikime:,ikambai 16o iko:efatr,
iko:ka 161 iko:gotaruna:,ikitakane:RiS{} 162 iko:gotattetamaraN,
ikito:ritetamaranne:st 163 iko:gotanaka,ikito:nakast
164 ittemoraitakana:gst,ittemoraitaka:Zl!
va'tskfiS.,'fikFtfiikJfi 16s iko:ja 166 ikime:ja,ikantsanakaro:ka

167 ikutttaro:ja 168 Xittoro:ja 16g ittattfaro:ja 17o Xo:kataamebai,
‑ 535 ‑

amenogotanna:as 171 diuro:gotaru 172 jokaro:gotaru

173 bjo:ki3anakaro:ka,bjo:kinogotarunast1,bjo:kinogotarunt2
174 ame3aro:gotarubai,amegenabaias 17s takakagenabai 176 ottagena
177 diU3isannogotaru,diu3isannogotaruna:
fima･iSZti"EireEII ls6 ik?kaikanka ls7 daregaik"ka lss nanna lsg dareka

190 dokka 191 itsuka lg2 jokaro:kana:,jokatokaina:,jokattSaro:kaas
193 daregasurukai,daregajaro:kaitli,daregaSo:ne:
194 seokotogaarumonkai,jarankotogaarumookaist lgs kurutona,
kijorutonall!
EiEec2ikSl 2o6 moro:ta 2o7 jannai 2os jatta 2og jattaka:
toVtSv)iStlfi 241 summaggeN,o:kinlilf

732167 *Sma!suSmaMagEUi+JIl2re

de<tr･Zattt ･geiljliESI 147 hajo:okiranne 14s hajookire?lll,hajookiraNkatll2

149 rnacfoakenasai#. Iso hajoakeNka lsl (sottti:)ikaNtobai2iE

152 sottSi:ikaNtobai ls3 ittfaikaN ls4 ikaJiaikanna:,

ikaJiaikammonna:
desc･axtge7S251 lss jukubaifa,jukkusa ls6 oregaikutobai

157 anohanawautsukufikabal
kg･ebE9i･ngiStlil lss iko:toomo:toru lsg ikime:fa,ikaN,ikka: 16o iko:ja
161 ikitakana: 162 ikito:ritetamaraN 163 ikito:nai
164 ittemoraitaka
IPfefi!'JleefiS,'fiiPma 165 iku3aro: 166 ikaNto3aro:,tkime:ja 167 ikuttraro:

16s ittattSaro:9,×ittoro:,×ittorujaro: 16g itteruto3aro:
170 o:kataame3aro: 171 huro:gotaru{e,xhutteko:gotaru,
Xoteko:gotaru 172 jokagotaru,jokaro:gotaru 173 gvwainowaruigotaru
174 amenogotaru 17s takaigenabai 176 ettagenabai

177 hu3isannogotaru

eeIS･IfiiffSStEn ls6 ikkaikaNka ls7 cfaregaikka lss nanna lsg cfarekalli

190 dokkai lgl konaida lg2 jokatokana: lg3 daregajaruka
194 reNtJu:kotogaarumoNkai lgs kurutoja,kuruteja,kurutteja:
}eepttiptIl 2o6 moro:ta 2o7 jare 2os jatta 2og jattaka

toUS')XM 241 arigato:
732291 utmaptStcwwSJ&$neEgTig$neIirftitw

deEil;.:ge[lt.tw 147 mo:okinai,mo:okinasai#. 14s hajo:okiraNka,
hajo:okire{e 14g madooaketejaraNka lso madoohajo:akenasai#.,
madooaketejarettei:joro:ga lsl (sottri:)ikinaNna
152 sottri:ikunattei:joro:ga ls3 ittSaikaN 154 ikaNnaraN
tasc.dvtgeiveIt lss jukutokolfitoru ls6 oregaikuttai

157 anohanawautsukuSi:ne:
kg.eniS.nttEJeijltlil lss juko:toomo:torutai lsg ikaN 16o ikinai,iko:
161 ikitakana: 162 ikito:ritetamaraNbatte 163 ikito:nai
‑ 536 ‑

164 ittemoraitaka
?EEig.tikfi",.tXeailiM 16s ikuttSaro: 166 ikaNtojanakaro:ka 167 ikuttSaro:

168 ittatttaro: 169 ittattJaro: 170 o:kataamed3aro: 171 huro:gotaru
172 jokaro:gotaru 173 guwainowaruigotaru 174 amegenabai
175 takaigenabai 176 ottagena 177 hu3isaNnogotaru

eema･!SZemi/ 186ikkaikaNkals7darigaikkalssnaNkalsgdarekaga
lgo dokkai lgl konaida lg2 jokatokana: lg3 daregasurumoNkaital
194 feNtSu:kotogaarumoNkat lgs kuruttena:
}Rpteceijltlfl 2o6 moro:ta 2o7 jare 2os jatta 2og jattaka
asUS')iSilifil 241 arigato:

732374 *esmaXMJllmaMEII7)kGpafiN
tatf:r.Intt .geww 147 hajo:okeNkane,hajo:okinasa!#.,hajo:ogenai
148 hajo:okeNka,hahakuoki: 14g sumapgamadooaketfikuri:
lso na3emadooakeNkahajoaki: lsl ikinanna ls2 ikuna ls3 ittranaraN
154 jukanjanaraN
desu'sui!S5reill lss jukujo#i ls6 wafigajukuNda,wafigajukuNjo
157 naNtiiutSukuti:hanad3aroka
ke.tm.RgiliiSl lss iko:toomo:tSoru lsg jukume: 16o iko:ja
161 jukite:na: 162 ikito:d3ikotaeN 163 ikito:ne: 164 ittemoraite:
nc.JBI!?se.dikmaiSi51 16s ikud3aro 166 jukaNd3aro: 167 jukijorud3aro:
168 ittaNd3aro: 169 ittaNd3aro: 170 o:kataamed3aro: 171 thuro:gotaru

172 i:gotaru 173 bjo:kinogotaru,jaNd3orugotaru 174 amegena,
amettii:jottabai 17s take:gena 176 itagena,ottaso:na
177 diud3isannogotaru
Siilldi.IftffkilZSI ls6 jukukaikaNka ls7 darigajukuka lss naNka lsg darikaga

19o dokkani lgl ikka lg2 i:d3aroka lg3 darigajaruka
194 teNtru:kota:ne: lgs kurut;inai

ma 2o6 moro:ta 2o7 kuri:‑F,kurijai 2os jattabana 2og jattaka
6bS' )iltEl 241 arigato:gozaNfita

732456 *stag.Puescasbl su!ribl(
tatii}.;I;Xlt.Xma 147 hajakuokinasa:iohisaogaagarfimo:jo
14s itSumademonetto:NkahajookiNka: 14g aketfookure:
lso nambeNju:tSeNwakaraNka:hajoaki lsl ikinasanna ls2 jukuna
153 ittSekarawaruiN3ara: ls4 ikananarannoN3ara:

dess.axma 155 ike3a: 156 origaikuN3ara: ls7 arja:aNhanawautSukufi:
kg.ebst.ngiSiSl lss itseku:toomotsoru lsg ikime:l,ikume: 16o iko:ja
161 ikite:no: 162 ikito:dekotaeN 163 iktto:ne: 164 itSemore:te:
tEEE!.)i9RfiS..fikFifiililfi 16s iku3aro: 166 ikaN3aro: 167 ikuN3aro: 16s itadaro:

169 itaNdaro:,itaN3aro: 17o o:kataame3aro: 171 ×diutSiku:gotaru
172 i:gota: 173 jaN3orugota: 174 amettiju:dai 17s take:ttu:do
176 ottrottazo 177 ￠ud3isannogotarudai
‑ 537 ‑

疑問・反語表現186iko：kaikume：ka

187

188naNka

18g

darika，doNjatsuka

i：kaja

193

dariga∫iruka

授受表現206か日r・：ta

207

darigaikka，doNjatsugaikka

190

dokka

191

kommae

192

194∫eNt∫u：kotsugadekuruka

kuri：208

kureta多，jatta

20g

i：N3a「o：ka・

195

kurunoNkaja

jattaka，kuretaka，

kuwa∫itaka多

あいさつ表現2410：kini

732586

大分県宇佐市橋津

命令・禁止・義務表現147モーオキンカヤ148イトウマジネチョンノカモーオキン訓注
149マト9ウーアケチクリー注150マドーアケンカ151（ソッチー）イクナ
152ソッチーイクナチューノンニ

153イテカリーワーリー

154イカニャーナラン

強調・詠嘆表現155イク156オリがイクノンジャ注157アンハナンウトウクシーコトゥ注
意思・勧誘・希望表現158イコーチオムーチョル159ユクメー160イコーヤ161イキテーノー
162イキトーシ

タマラン

163イキトーネー

164イテモレテー

推量・様態・伝聞表現165イクジャロー166イヵンジャロー167イクノンジャロー168イタロー
169イタノンシ

ヤロー

173ヒ9ヨーキラシー

170オーカタアメシ9ヤロー

174アメシ9ヤソータ9

171

×フルシ9ヤロー

175ターケーソーシ

ヤ

172

×イーシ◎ヤロー

176NR．

177フジサンノヨージャ多，フジサンノゴトウアル
疑罪打●僻見

186イッカイカンカ

187タ

リカ

イクカ

188ナンカ

189タ

リカ

190

ト9ッカニ

191イトゥカ注192イーンジヤロ四四193ダリがヤ脱ンカ194シェンコトウがアルカ注
195クルチュ聴罪

搬表現206モロータ

207タリー

208ヤツタ

209ヤツタカ

あいさつ表現241オーキニ

733132

佐賀県神崎郡三瀬村大字藤原字井手野

命令・禁止・義務表現147haj。：okiOkai，×hajo：。kiN∫ai注148 haj。：okiBka，
×oklranne：一回14g mado：akeOkai，×mado：aketekuN∫ai参注
150hajo：mado：akero：注151（sott∫i：）ikiN∫anna参注，（sott∫i：）ikaina，
（・・tt・a・）ik・i・・152・・tt・aNik…153

154

ikambaikaN

強調・詠嘆表現155ikk賂ai

156。igaiku：157

意思・勧誘・希望表現158iko：domoto？誘15g
ik。・d3・kk・i誘注，ik。・d3・kka：161

162iko：90to∫1tetama「aN

163

推量・様態・伝聞表現165ikud3ar。：166
168

ikki・d・k・mb・i誘，×iki」・nn・注

ittad3aro：

16g

anohananod3iPPaka：

ikumja：誘160

iko：dai，

ik・：9。t・仲a・

ikogota：naka

ikumja：167

164

ittad3aro：，ittatod3aro：注

171φu・。・9。t・？172」。k・・。・9・t・？173

ittemo「ja：taka

ikud3a「。：，i塊tod3a「。：誘
1700：kataamed3aro：

b」。・kiO9。t・㍉b」。・kid3aa即・・k・誘

174×amet∫ii：j・rasu考，amet∫ii：j。？9。ta2参，ametettai誘

175takkatettaijo，takkat∫i：」。？参176×o？参，。ttatettai誘
177

φud3isannogota？言秀

疑問・反語表現186ikkott∫aiikaOkott∫ai
18g

daid3ai

190

doke：d3ai

191

187

itsud3ai

dagaikud3ai
192

188

jokaro：ka∫1a：

193daiga叫kkai多，daigajakkai誘194∫eOkotonoammo勾ka，
538一

naNikai

jaraOkotonoammoXlka誘

195

k撃ttekkai

授受表現206moro：ta 207 kuNτsai，kureηka：下208 kuita 209
あいさつ表現2410∫ewa∫甚teno：・o∫ewa∫喜teaigato：90dzaNsu

73326g

jattaka

福岡県朝倉郡朝倉町大字宮野

命令・禁止・義務表現147haj。：。kiranna
150
154

hajo：akeOka

151

ikiロanna

1480kire

152

ikuna

149
153

mad・oaket∫ijannai

ik撃kgtana「aN

ika罰しna「aN注，ikaJlana「aN注

強調・詠嘆表現155ik典聯a考156。rigaikutai

157

aNhanaNutsuku∫i：k。tsu，

utsuku∫isa：誘

意思・勧誘p希望表現158ik。：toom。t∫。ru
161

ikite：na：，iko：90taru言秀

ikogotsune：注

164

15g

162

ikume：160

ik。：考，ik。i誘

ikito∫itetamaraN

163

ikitamune：，．

itemoralte：注

推量・様態・伝聞表現165iku3ar。：166

ikume：167

ikut・3ar・：168×it∫。ro：

169ita33ar。：170・：kataame3ar・：多，×。：kataamen。φur・：9。taru誘少

171 ×φutteko：90taru 172 jokaro：90taru 173 bjo：kinogotaru
174 amegena≒窮秀 175 take：9ena注 176 0ttagena 177 φu3isannogotaru

疑問・反語表現186ikkaika唾a

187

darigaikka

188

naっke

189

darikaga

190dokkani 191 itsuka 192 e：tsukana注193 darigasuruke：
194 ∫eりkotsugaaruka 195 kurut∫ija注1，kurut∫ina識主2

授受表現206moro：ta

207 jaraOkai，jarahai注208 jatta 209 jatta塊a
あいさつ表現241arigato：gozaimasu，o：kin1誘古

7333g7

大分県日田市清水町1丁目

命令・禁止g義務表現147オキナサ148オキンヵ，オキロ14gマドォァヶナサイヨ多，
マト9一アケチョクレ

150ハヨーアケンカ，×ナンへ

ンイヤーイーンカ

151

（ソッチー）イッチャイケンヨ

152ソツチニイクナ誘153イツチャイカン154イカニャーララン

強調・詠嘆表現155ユク156オレがイクンタ

157アノハナゥックシーネー

意思・勧誘・希望表現158ユコートモーチョル159イキャーセン160イコーヤ161イキテーナ
162イキトーチショーがナイ注163イキトーナイ164イッテモライテー

推量・様態・伝聞表現165イクジャロー166イヵンシ
168イッタンシ9ヤロー

169イ・ソタンシ9ヤネーカェ

ヤロー167イクンジャネーカェ

170オーカタアメシ

ヤ罰点

171

×フルンシ9ヤネーカ

172×イージヤロー173ビョーキシ9ヤネーカェ174アメダソーダ考多，アメラシー誘，
アメタ9チュコッタ9

175タケーラシーソ9，タケーチューコッタ

176イタチューコッタ9

177フジサンノコ9トアル注

騨！

山脚見

186イッカイカンカ

187タ9レカ9イクカ

191イツカ192イーンカナ193ダレカ

188ナンカ

189タ

レカカ9

190

ト

ッカニ

ヤルモンカ194ヤランコツがアル旧注195クルノカ，

クルンカ

搬裁見

206モ山川タ

207タリー

208ヤッタ

あいさつ表現241ゴテイネーニアリがトーコ

733434

サ

209日目タンカ
イマシタ

大分県下毛郡耶馬渓町縮坂

命令・禁止・義務表現147hajakuokinaika共，haj。：。kir・：誘，haj。：okiOka誘多，
539一

h・」。・・ki・，h・」・k・。ki…a噺148・・∫i・ki脚注，h・」。。ki脚誘，h・」。。ki・

言秀多

14g

madooaketekurenaika，madooaketekureOka誘，

madooaket∫ikure】gka誘

150

153it∫aikaN多，it∫aikeN

強調・詠嘆表現155iku

akeηka，aki：言秀注

154

151

ikuna

152

ikuna

ikannaraN

156。re9aikun・nd3a，・rigaikun。nd3a誘多

157…h…w・ut・uk・∫i・，・・h・・…tsuk・∫i・，・・h…w・・t・uk・∫i・k。ts・誘

意思・勧誘・希望表現158ik。：t。mot∫oru
160ik・」・161

15g

ika麗，ikime：多，ikando誘

ikit・in・・，ikut・i・9・，ikit・・n・・誘多，×ik・・k・，ik・・9・ta「u

誘162ikit。：detamaraN多，ikit・：3itamaraN誘163
164

ikit。典e：

itemorete：護秀多・，it∫imorete：誘

推量・様態・伝聞表現165iku3aro：，ikudo：誘166
167

iku3aro：，ikund3aro：言秀多・168

1700：kataame3a「o：

ikand3ar・：，ikime：

itand3aro：

171φu「o：90ta「u

172

bjo：kira∫i：，ambe：9awari：90taru誘古174
amet∫u：do，ame3at∫u：9a誘175

16g

itand3aro：

i：90ta「u

173

jamainogota「u，

ameNjonaφu：3a考，amet∫u：9a，

take：t∫u：9a

1760ttat∫u：9a

177φu3iηinit∫。：rugotaru，φu3isann・90taru多

顯・購見

186

ikkaikaηka

190dokka

191

itsuka

187

darigaikka

188

naつka，naJlika

192

i：nd3aroka

193

darigajaruka，

18g

darika

darigajarumoOka 194 jaraXlkotsugaarumoOka 195 kurut∫i，kurut∫a
授受表現206morota 207 kureりka，kuri誘208 jatta 209 jattaka，kuwa∫etaka
あいさつ表現241do：m。summa∫e：N，o：kiN誘

733638

大分県東国東郡安岐町塩屋

命令・禁止・義務表現147マダネチョンノカオキンノカエ148オキンノカ

149アケチクレンカ

153イツチャーワル加一が考，

150マト9一アケチクリー151（ソッチー）ユクナェ152ソッチーユクナ

ユクコタデケン考誘新注154イカンナランノジャ

強調・詠嘆表現155イク考156オリがイクノジャ157アンハナーウツクシーノー
意思・勧誘・希望表現158ユコートォrトチョル15gユヵン多面，イキメートォモー考誘
161イキテーノー

拍撞・鰭・f云物裁見
168

162イキトーシ9コタェン

163イキトーネー

165イクシ9ヤローノー

×イッチョルジャロー

166イキメーノー

169イタンシ

ヤロー

チュ出版

ノー

167イクノシ9ヤロー

170タイテーアメシ

ヤ引目

171プリソージャ考新，

173ヒ9ヨーニンラシー，ビョーニンノコ。テーアル言秀多

フ引引ゴテアル誘油注172イーゴテアル
174アメシ9ヤ

160イコーヤ

164イ、ソチモレーテー

175タケーチューノー

176オ沼江チュート9

177フシ9サンノコ9日目アンノー

疑問・反語表現186イクカイカンカ187ダリがイクカ188ナニカ189ダリカ
191イツカ

192イーノカノー

193タ

リカ9ヤルカ，タ◎リカ

スルカ

190

194ヤランコツカ

ト◎ッカ

アルカ

195クルチュ．一カヤ

授魏見

206モロータ

207タリー

208ヤッタ

209ヤッタカ

あいさつ表現241スンマセンアリがトーゴサ・イマシタ注

733671

大分県速見郡日出町字佐尾

命令・禁止・義務表現147m。：。kiOkae
hajookiOka

14g

madooakejo

148

150

mada・kinn・ka，haj・。ki：誘少，

isoi3iakeqka：，hajoaki：言秀多・

一540一

151 (sottSie)ikuna,(sottfi:)ikunatw ls2 sott":ikuna
ls3 itfikaraabune:do,itSanarandost ls4 ikannaraN
whse.skI!geliiltEt lss iku,ikuzo ls6 origaiku,origaikudai21

157 aNhanawautsukufi:na:
kZ'EbYE.reSiSiSl lss iko:toorno:tSoru,iko:tomottorust lsg ikandaita!
160 iko:ja 161 ikite:no: 162 ik!to:3ito:gane:,ikito:3itamaraNth,

1kito:3ikotaeNtw,ikite:3ito:gane:,ikite:3itamaraNas,
ikite:3ikotaentw 163 ikito:ne: 164 itfimoraite:
ue'SllfiS..･fikmaiSZ51 16s ikuro: 166 ikjaseNwae,ikanro:sc 167 ikund3aro:

168 ×ittoruwae,×ittoru3aro:,ita3aro: 16g itand3awae,itand3aro:
17o Xmattigo:ne:amed3a:wae,matSigawaNamed3aro: 171 diurujo:piaru,
thurugotarust,diuro:gotsuarufa 172 i:jo:piaru,i:gotsuarust
173 wari:jo:rliaru,ambe:gawari:gotsuaru$ 174 amerati:zo,
amerati:gano:,ame3atlu:gano:2 17s take:ttu:gano: 176 itattu:gano:,
ottatSu:gano: 177 thu3isanpipittoru,diu3isannogotsuaruS
eeas.NliEiSi51 ls6 ikkaikanka ls7 darigaikka lss nanka lsg darikaga,
darikast lgo dokkaJii lgl itsuka lg2 i:okano: lg3 darigajarumonka
lg4 jarankotsugaarumonka lgs kurugka
E!ptileiltlfl 2o6 moro:ta 2o7 kurenka,kuri: 2os jatta 2og jattaka
asVS' )iStlfi 241 osoreirimasu,o:kiJii

733904 wata:P*[t#3gefiwres?pt
di<t･dntt .SSEilK51 147 okinahaijo:,okijo:st 14s okinka: 14g aketekureja:
150 akenka: lsl ikaren jo: ls2 ikuna,ikareNtl! ls3 ikuna,itaraikeNst,
itaraikaNklSiE; ls4 ikanaikapgajo:
desc.axI!SeiSflil lss iku,ikuikuat,ikimasu,ikuzo6 ls6 oranikugajo:

157 anohanakire:nano:,kire:na
ka.gthkiE･RYiliSl lss iko:omo:tSoru lsg ikangajo:,ikukaino:,
ikumaiomo:tforu 16o ikoja: 161 ikitaino:,ikitaina:
162 ikitotetamaraogajo: 163 ikitonaigajo: 164 itemoraitaina:
tlkij'ew.ta,.fikmaiSZIfi 16s ×iklnaharu3aro:,×ikinaharugajo:,iku3aro:ftigil;

166 ikapgajo:,ikan3aro:g 167 ikuga3aro: 16s Xikinahats:uro:
169 itagajo:,ikinahat:aga3aro: 17o ×taite:ame3ano:,taite:ame3aro:
st 171 ×diut:ekisona,×diut:ekisonat:a 172 ×e:zeig,jokariso:na
173 waruigaze:Zli,waruizeZll,waruigato:Zll,warutso:na21,waruirasi:ze
Zli 174 ameto:,Xamediuruto:,ame3agenasc#. 17s takaigato:fa,
takairaSi:{l> 176 ×ot:a,ot:arati:fa,ot:agato:tal 177 diu3isam:itajo:na,
thu3isam:itaina:
eema.NliSglfl ls6 ikugakaikangaka ls7 daregaikugaka,daren ikugaka
188 nan:ara 18g darekaga lgo dokozoni lgl itsuka lg2 e:nokana,
e:gakanasc lg3 daren jarai lg4 mijoreitsuzojarukin lgs kurugaka:
teepteilZSI 2o6 morota 2o7 kure 2os jat:a 2og jat:aka

6US')ilgEfi 241 dandaniik,arigato:gozaimasuM,arigato:fi}>
‑ 541 ‑

733976

愛媛県西宇和郡三瓶町大字朝立一番耕地

命令・禁止・義務表現147saot∫aNokinasaij・：148

haj・：・kinasai，hajo：ok功ka

注14g＜ナマェ＞aketekuremaseηka考150 haj。：akenasai考，haj・：akeOka
151it∫・d・m・若，ik…注152 ik…注，it・・aik・…注153 it・・aik・N注1，．

itaradamej。若注2154 ikantoikeN多，ikant・ikenai
強調・詠嘆表現155juku考，ikuwai考些些156 wa∫igaikun。jo多注1，
wa∫igaikugaj。誘球注2157

a：kire：考，kon。ha舶kire：nakot。注

意思・勧誘・希望表現158ik。：・m。t∫：。ru注1，ik・：om・二t∫・ru注2，ik・：。mo：t。ru

注2，ikoomot∫：oru注3，ikoomo：t∫oru注4，ikoomo：toru注4
159ikum。ηka多，ikum。n。ka問注1，ikumai自注2160 ikaηka多才，iko：ja
多注，ikimaseηka少共注161 ikitaina：162 ikit。：tetamaraN多荘1，
ikit。：tenaraN誘古少注2163

ikit・：nai少，ikit。nai多164

item・raitai

考伊州，iteh。∫i：多注

推量・様態・伝聞表現165iku3ar。：多，×ikude∫。：少上166

ikaN3ar・：

167jukuN3ar。：na：多，ikuga3ar。：na：誘少注168

it：a3ar・：16g it：aN3ar・：
上多，it：agajar。：少170×taite：amede∫。：上注1，×taite：ameze多注2，

。：kataame3ar。：多171×amegakis。＝naze：考，φuris・：naze：注，
φuri5。：naz。：注，φurumitaina側臥注172×」・ij。：desuj・上共，」。ij。：da少上，

」。saso：na多173

bj。：ki3anaidesuka多注，bj。：kira∫i：na：少注

174ame3as。：na多，×ame3as。：desu上175

takait・少古注1，takais。：na

挿注2176。t：at。，・t：as。：ze，。t：agaj・古，。t：as。：」。誘若注

177φu3isam：itaij。多，φu3isan：・」・：j・，φu3isam：itaj・nagaj・：少，

φU3isam：itainagajo

疑問・反語表現186ikukaikarka少，ik：aikaOka多187
188naNz。：189

darez。190

daregaikuka，daregaik：a

d。k：ani新多，d。k。z。ni古寒暑1gl

itsuz。ja

192j。kar。：kan。＝多，e：kaln。：多，e：9akana誘古少，e：9akano：誘注

193daregasurumo身kai，daregajarumoXlkai

194

jaraηkotonaize：考多注，

jaraηk・t。9aarum閃kai少脚注195 kuruja
授受表現206moro：ta 207 t∫o：dai，kure 208 jat：a考209

jat：aka

あいさつ表現241arigato：，arigato：90zaima5馬sumimaseN上，o：kini塗上，
dandaN誘古町注

734042

佐賀県多久市西多久町板屋

命令・禁止・義務表現147。kiraOkai，。kiN∫ai注148

注14g

madobaaketekuN∫ai

151ikiN∫an筑a

152

ikuna

150
153

hajo：。kira躯a，haj。：oki「o

madobaakero，madobaakeηka
ikugi：ikaN，ikugiJla：ikaN

154

ikambaikaN

注，ikambanaN注

強調・詠嘆表現155ikukusai

156・igaiku，oigaikukusai注

157anoha漉anoriPPasa：上，an。hanano3ippasa：
意思、・勧誘・希望表現158iko：deomo：to：15g ikumja：160 iko：i，iko：isa：注
161ikitakaηa㍉iko：90ta：

162

ikito：∫itetama「aN，iko：90to∫itetama「aN

163iko：90tonaka，ikito：naka．164 itatemo「ao：90ta：
推量・様態・伝聞表現165iku3ar・：，×ikis。：nam・N 166 ikaa3ar。：

一542一

167 ikiwo:to3aro:Zli1,ikiwo:to3anakairo:2112 16s !ta3aro:
169 itato3aro: 170 o:kataame3aro: 171 ￠uro:gota: 172 jokaro:gota:
173 bjo:ki3aro:gota: 174 ameratika2111,ame3aro:gota:211,ametebbai

em2 17s takkaraSika,takkatebai 176 ottatebai 177 diu3isannogota:
eeflS.MESI2Sl ls6 ikuiro:ikanro:,iku3aiikan3ai ls7 dagaikuiro:,
dagaiku3airo:,dagaiku3ai lss naikai lsg dai3ai lgO doke:3ai
191 itsu3at lg2 jokaro:kapa: lg3 Xda:imoSiwafeNnv211
194 Je:3i:okumooka,te:3i:ittrokumopka lgs kutteja:
rtept]eiSllfl 2o6 moro:ta 2o7 kuiro,kurepkai 2os kuita 2og jattaka

asvS･)illlill 241 aigato:gozaimafita

734121 {EellRfiI!e¥McakwrmeX

6}r4t'Xik.rw 147 hajo:okiramba: 14s hajo:okirankaitsumade:netokka
14g madobaaketekuNJaine: lso hajo:akepka lsl ikiNfannano:
ls2 ikugidekenzo:,ikugiikambai21i,ikugiikan3a:,ikunaEiti;I;;,

ikukotonaraN ls3 ikugiikaNjo:,ikugidekenzo:st,ikugiikan3a:ut
154 ikambanaraN
dess･sugSZIfi 155 ikusai ls6 oigaikujo: ls7 anohananorippakapa:taIl,

anohananorippasa:matr 2
kg.ZEbftiS･ngiliSl lss iko:deomo:to? lsg ikumja: 16o iko:ka
161 iko:gotaJipa: 162 iko:gotoSitetamaraN 163 iko:gotannaka
164 itatemoraitaka
IIftIS.ewS.fikmailSl 16s iku3aro: 166 ikan3aro: 167 ikuto3aro:
168 itta3aro: 169 itato3aro: 17o tabuName3aro: 171 diuro:gota7
172 jokaro:gota? 173 bjo:ki3aro:gota? 174 ametebbanta,ametest
175 takkate 176 ottate 177 diu3isannogota?
Sifdi.iSZiiEiliSl ls6 ikukotttaiikankotttai ls7 daigaikukottrai lss nanne:,
naoka: 189 dai3aiga lgo doke3ai lgl itsujai lg2 jokakapa:
lg3 daigasukkja:,daigajakkja:i,iig21 lg4 jaraokotonoamrnopka
195 kutteija:
Ilkptlleiltlft 2o6 moro:ta 2o7 kureokaJia:,kure:st 2os kuita 2og jattane:

SUS' )iSl51 241 aigato:gozaimarita,aigato:
734177 *esmaM=‑va#ISJkc7NErAEI]74)N
tf}ik'rvzilt:Llt.iliilSIiSa$l 147 ho:ramo:oki3akote 14s okiranka,hajo:oktranka:,

gorogorookiraokatll 14g madobaakekkureoka lso kora:hajoakenka,
konttikvfo:hajoakekkopka lsl ikuna ls2 ikuna:#21! ls3 itradekenzo
ls4 ×ikajaukeN,×ikajammoN,ikajaN{iL>,×ikajantotai

wtsu.stma lss ikutoze,ittejokakvsaZll,ikkvsast ls6 origaikuto,
origaikutokvsa:,origaiku3eer,origaikkysa,origaikutota:2,
origalkutotai ls7 anohananoutsukufikane:,aNhanaautsukutikane:it,
aNhananoutsukuJisa:=iilird!

kk.kbkiE.ntgiStSi lss ikokatSiomo:toru lsg ikanze:,ikume:tw21
543 ‑

160 iko:3anakka:,iko:i 161 ikogota:?,ikogotanne:
162 ikogo"tetijanaka,iko:goSitetamaraNth,ikogoftteSijonnakatai
163 iko:gotsanaka:,iko:gotsvnakaZ> 164 itatemorao:gota?21Il1,
itatemorao:gota:?tli2,itatemoraitaka:wtp 2
?EkS'ilRFS,.fiiFifiiWfi 16s ikuto3anakaroka:g,iku3aro:,ikutojanakaroka:,

iko:st,×ikarju:,×ikarjuno:,×iko:no:,ikjasurume:ka:
166 sa:ikuto3aroka:ikaru33arokano:,korassanto3anakaroka,
ikassanto3anakaroka,tkan3aro:st 167 ikjotto3aro:$li,
Xikijorasuto3aro:L 16s itta33anakaroka:,itta3aro:st 16g ltta3aro:
17o o:kataame3anakaroka,×amegenast 171 ×diuro:gotsvnattekitano:,
thuro:gotanno:nt 172 jokagotanno: 173 bjo:ki3anakaroka:Zli,

bjo:kingotanno:at,bjo:kigenaZI 174 amettijottabai,amegenant
17s takkagena 176 itagena,ottagenai,iiEfa 177 diu3isannogota?
lealdi.!fiiffEiStlil ls6 ikarudd3eiikaren3ei,iku3eiikan3ei$ ls7 daregaikud3ei,

Xdarigjaas,darigaiku3ei lss nanka: lsg darika lgo dokeka lgl idd3ei
192 jeka33aroka: lg3 dagafu:kai,dagajarokail}
194 jarankotsugaarumoljka lgs kurugenaka:,kuttoka:,kuttSija:st
Ekeet Sllfl 2o6 morota:,morotatai 2o7 kureoka:{l}2iE,kurenno$ty,

Xkuretokapka{>,Xkafitokanka 2os kuretatal 2og jattatsuka:
asUS' )iSZSI 241 o:kin1em21!,ar1gato:,arigatogozaima:su

734265 *di'maflITScS(Tlima
fS}r4t';fXht ･eeilSiStlll 147 hajo:okiraNne,hajo:okiraNka2,hajo:okiNka#.

14s hajo:okire 14g madobaakeQkure lso madobaakero lsl iQttadekeN,
iQtSadekeNbai ls2 iQtJadekeN ls3 !QttanaN 154 ikanjaN
wttu.skq%251 lss iku,ikusa,iku3e ls6 origaiku3e ls7 aNhanaNutsukuQsa
ielk)g.2ti)ftiE.it$iSilill lss iko:toomo:toru,ikotomotoru lsg ikumeZll,ikaNme$

160 ikoi 161 lko:gotaNne: 162 ikogofitenosaN 163 iko:gotsvnaka
164 iQtemorao:gotaru
?Iftgg･iSIFS,.fikFiBtSl 16s ikud3aro: 166 ikaNd3aro: 167 ikunod3aro:

168 iQtad3aro:,iQtsuro:2e 16g iQtad3aro: 17o do:moameNgotaru
171 diurogotaru 172 jokagotaru 173 bjo:kiNgotaru 174 amegena
17s takakagena,taQkagena{lb y6 itagena,oQtagena{e 177 diu3isaNgotaru

ra!ildi･!SZEn ls6ikvkaikaNkals7darigaikvkalssnaNkalsgdarikaga
190 dokeka,doQka lgl itsi"ka lg2 jokatsl"kana:,jokad3aroka
lg3 darigaSu:ka,darigajarokaifa lg4 jaraNkotsvgaarumoNno

195 kurugenaka
WN!il 2o6 moro:ta 2o7 jare 2os jaQta 2og jaQtaka
6VS' )iltlifi 241 arigato:gaNtita
734426 ±fiwtMltewltwr)kclii4ji:;t

fut)･#JE･XifSE51 147 tw",t$‑fa 14s Aa‑t$‑‑,Aa‑tittzrbfa
149 V5"‑7tr+ijV‑ 150 VY"7trtzhtY‑‑V"7$‑‑,VY"7trtzhiV‑Y"7ijtzhtt
‑ 544 ‑

151

（ソンケ9二）イキナサンナ

152ソンケ9一イクナ

153イッチャイケン，イッチャナラン

154イカニャーナラン

強調・詠嘆表現155イク，イクゾ

156オリがイクンジャ157アンハナンキレイナコツ，

キレイナコッチャノー

意思・勧誘・希望表現158イコーチオムーチョル159イコーチオモーチョラン，イコーチオムーチョラン，
イキメー

160

イコーシ9ヤネーカ

161イキテーノー

162イキトーチナラン

163イキタムネー

164イッチモレーテー

推量・様態・伝聞表現165イクジャロー166イヵンジャロー，イキメー誘167イクンジャロー
168イッタシ9ヤ二一，イタシ

ヤ五一

171フルコ9ツアル，フローコ

169イッタンシ◎ヤロー

ツアル識主

172イーコ

170テーケ

ツアル

一アメシ

173アンへ9一力

ヤロー

ワリーコ

ツアル

174アメジヤソーナ，アメラシー，アメジャチユーノー誘175タケーラシー，タケ「ソージャ誘，
タケーチューノー誘176オツタソーシ9ヤ，オツタラシー誘，オツタチューノー177フジサンノゴ・リアル誘

疑問・反語表現186イクヵイヵンヵ187ト

ンシがイクヵ188ナンカ，ナンジャ189タ

190ト。キーカ，ト9ッカ誘191ハヨー二，イツジヤッ国国192イ一陣ナー193タ
194シェンコツカ9アルモンカ

リカ

リがヤルモンカ

195クルンカ

授受表現206モロータ207タリー208クリチヤツタ209×ヤツチータ自注，ヤツタカ誘
あいさつ表現241オーキニアンタ

734553 大分県大分郡湯布院町大字中川字下依
命令・禁止・義務表現147。kinasai，・keOka古148 korja。ki：，korjaokeOka
14g

mad。oaketet∫。：dai，aket∫ikuri：古150

151（sott∫i）ikuna，×i．kinasanna注152
154

mad。oakeOka，hajoaki：誘

sott∫iikuna

153

it∫awari：do

ikaJlana「aN

強調・詠嘆表現155ikuwai，ikud。156。rigaikudo
意思・勧誘・希望表現158ik。t。m。t∫・ru

161ikite：na：，ikitemo：162
163ikito：ne：

164

15g

157

aNhanawautsuku∫i：n。：

ikit。ne：注，ikime：誘160

ik。ja

ikite：90tamo：，ikito：3itamaraN誘

it∫imoraite：都通，it∫imore：te：言秀古

推量・様態・伝聞表現165iku3aro：，ikud。：誘166 ikand3aro：，ikando：誘
167ikund3aro：168 itand3aro：，ita3am：誘，itaro：誘16g itand3aro；
170・・k・taam・3・・。・，d・∫it・N・m・3・・。・誘171×φu・un・・，×φu・idasud・・，

φurugotaru誘172
言秀古L174

i：90taru

1739uaigawari：90taru，a㎡be：9awari：90taru

×amegaφurut∫u：do，ame3at∫u：do

175

take：t∫u：do

176。ttat∫u：d・177φu3i＄ann・j・：3a上，φu3isann・9。taru多

購｛1・辰誠見

186

190dokka

ikkaikaXjka

191

itsuka

187

192

darigaikka

i：勾kana：

188

193

naOka

18g

darika

darigajaruka，darigajarumoX｝ka

誘194jara唾otsugaarum閃ka 195 kuru躰a，kuruOkae
授受表現206m。m：ta 207 kuri：208 jatta，kuret∫atta古20g

jattaka

あいさつ表現241・：ki，i古，d。：m・summa∫eN新

734694

大分県大分市敷戸

命令・禁止・義務表現147イツマジーネチョンノカバヨーオキンカ148ナニシチョンノカバヨ一塁キンカ
149アケチクレンカ
153イタラワリート

150アケンカ

151

（ソッチー）イキナンナェー

154イカニャーナラン

一545一

152ソッチーイクコターテ9ケント9

強調・詠嘆表現155イク156オレがイクンシ

ヤー157アンハナーウツクシーノー
意思・勧誘・希望表現158イコートオモツチョル注159イカンド 160イコーヤ161イキテーナ
162イキトーシ9タマラン

163イキトーネー

164イッチモレーテー

推量・様態・伝聞表現165イクジャロー166イヵンシ
168層目ンシ9ヤロー

169イタンシ9ヤ劃一

170

ヤ月一167イクンジャロー

ト9一テ9ンアメシ9ヤ田歌

171フルコΦトアル，

フルゴタン，プリソーヅや新172ヨ加一ゴトアル173ワリーゴトアン174アメチュード
175タケーチュート9

176オッタチュード

177フシ

サンノコ

タン注

疑問・反語表現186イクカイカンカ，イクノカイカンノカ187ダレがイクカ188ナンカ189ダレカ
190

ト

ッカニ

191イツシ

194ヤランコツカ

甲i表王国

アルカ

206モロ円環

ヤッタカ

192イーンカナー

193タ

レカ9スルモンカ

195クルチューン手

207クレンカ

208ヤ・ソタ

209ヤッタカ

あいさつ表現241スイマセンナー注

734754

大分県北海部郡佐賀関町字古宮

命令・禁止・義務表現147ハヨーオマイォヶンヵ148コラォヶンヵ149チョィトァケンカ
150ハヨーアケンカ151（ソゲー）イクナ152ナンホ・一ユーテモワカランノカソゲーイクナ注
153イチャーワリート9，イチャーナラント9

強調・詠嘆表現155イクト
157アノハナーカ

154イカナナランカ

考，イク考156ワシがイクンシ

ノー，イカナテ

ケン

ヤ，オレが

イウツクシーノー

意思・勧誘・希望表現158イコートォモィヨル，イコートオ弓←チョル159イキメートオモーチョル
160イカンカ，イコーヨ161イキテーナー，イッテミテーノー162イキトーデタマラン注163イキトーネー
注164イツテモレーテー

推量・様態・伝聞表現165イコーモノー，イクジヤローノー古166イキメーモ167イキヨンノジャロ一斗，
イクンジャロー誘168イタジヤロー，×イツトローモ169イタンジヤロー170×タイゲーアメニナル・
テ＿ケ9一アメシ9ヤロー誘多

171プリソーシ

173ヒ9ヨーキンコ9トアル，アンへ

一力

ヤノー，フローコ9トアンノー誘多

ワリーコ

トアル

174アメラシー，アメシ

172イーコ

トアル

ソーナ，

アメヅヤチューノー誘175×タケーチユージャネーカ多，タケーチューノー誘176オッタチューノー

177フジサンノヨージヤ，フジサンニチョンノー多，フジサンノゴツーアル誘多

疑問・反語表現186イッヵイヵンヵ，イクヵイヵンヵ187ダレがイクヵ188ナニヵ，ナンヵ誘
189タ9レカ注

190

ト◎ッカニ

191イトゥカ

192イーノカノー・193タ9レカ9ソケ9ナコツースルモンカ

注194ヤランコターネート・，カナラズヤレーシ

ヤー考多195クルンカ

授受表現206モロータ207ヤレーノ，ヤランヵ多208ヤッタ20gヤッタヵ

あいさつ表現241オーキニ

734gg1

愛媛県宇和島市大字日脚島明海二番耕地

命令・禁止・義務表現147。i。kiOka：注，。kiηka注，。kir・：誘注

148ho：itsumademonetot：eokiηka：
150

14g

mando：aketekureηka：

×oikikoetaqkak喜koen：oka，hajo：ake；】ka言秀

151

（sot∫：i）ita「aikanzo

152kik。・t・qk・kik。…。k・，・。t∫・i・it・ik・・3…ik・，ik・・en・・誘，ik・…

153×it：a：damejanaika注1，×kikoeta唾akikoemoka注2，
it∫a：ikan3anaika注2

154

ikanaiken注，ユkanaikan言秀注

強調・詠嘆表現155iko：kw。：，ikoj。：156。regaikun。jo注
157kire：nahanajana：，anohana：kire：nano：誘

546一

kHui,[･ebftl}.it$iESI lss iko:toomo:torunojaga lsg ikumai 16o ikanka,

ikankai,iko:joas 161 ikitaina:,ikitaino:nt1,ikitaina:fi2112
162 ikitaina:{i},,ikito:tetamaraNst{!> 163 ikitokunaina:,ikito:naiwai

164 it:emoraitai
?[kij.ew.e,･fZkma2Itlfi 16s ikasepka,iku3aro:scT,ikujaro:st‑[ 21

166 ikan:ototSigaukaS 167 ikut:otfigauka:fa,ikuNjanaikaasI!>,
ikuN3anaikass{!> 16s its:uro: 16g itantotrigauka 17o ametotJigaukafa,
ame3aro:es1!>,amejaro:std> ln xamen:arunotottigauka
172 Xe:notottigauka 173 dok:awaruinototJigaujarokaS,
bjo:kimitai3ano:stLl>,bjo:kitotSigaukaas{l> 174 ameiteju:toruzo2,
ame3ato:Xlil,ametejuga:ta12 17s takaiteju:ga:{i,ll!,takaiso:naga:221
176 itarari:ga,ot:aso:nagast 177 thufisan:ijokunitoru{e,,
diu3isam:itaijasc
eema･NtiSSg$l ls6 ikukaikanka ls7 daregaikWuka lss xnanimot:orunozo:Zll
189 darezo lgo dok:a,dokozosc lgl itsuka,itsujarastl!>,itsuzojastL!>
192 ekaroka' lg3 daregasuruka:,daregajarumonkaisc
194 jat:eSimawanaiken3anaika,jaraidekast lgs kuruteju:ga:,kurue'st
ffkptMiiSg$l 2o6 morat:ajo,morotajo 2o7 kureja 2os jat:a 2og jat:aka
asUS')iSiEE 241 mezuraSi:monomorotearigato:S,dandaNstL!>ill,
arigato:oafita'{IeF

735054 tZEesMtzUwwilflgE
de4).ailtdk.ma 147 okiNJai 14s okiro: 14g madobaakeNSai lso akero:
akemba:21i lsl (soisanna)ikiNfanna ls2 soisaNikuna:
ls3 jukkotanaraN,iggiju:nakatl12 ls4 ikambaju:naka
wtss･sktlgel$2Sl lss ikubai ls6 otgajukubai,oigajukutobaist

157 anohananorippakanai
kg.2EbRig.nYiSil;l lss iko:deomotottaije: lsg ikumja: 16o ikodaije:
161 ik;takapa:tr,ikitakagotaru2iE,itatemitakagotannaitl!
162 hoppiikitakapa:,iklto:fItenosangota:kiblll,
iklte:r;tetamarangotaru 163 ikito:naka

164 XdogjapkoddeNkitekurembadogjaNronakabo:,
XdogjankoddeNkoraju:bo
ma'iSEf/S･tiknvtwSl 16s ikja:summja:karia: 166 ikambonai
167 ikvtod3anakaro:kapa: 16s itad3aro: 16g itadd3anakaro:ka:,

itadd3aro: 17o o:kataamed3aammja:ka: 171 ×diurja:summja:kaJia:tl!,
diuro:gota?S 172 jokagotannai,xjokad3aammja:kai
173 bjo:kid3aammja:kai,bjo:kinogotannaist 174 ametei:ottabaN
175 takkatettau y6 ottatettau 177 diud3isannogotaru,

￠ud3isappipitoggotannai

SEfldi.!SiEkSSfEII ls6 ikuroikanro ls7 dagajukuro lss nanna lsg dainattomai

lgo dokokarii #.,dokenattoN lgl itsud3airo lg2 jokagotaido:N,

jokagotaidoppa:,jokagotaidonnai,jokaro:gotaidoppa:
547 ‑

'

193d・im…mm・Ok・，d・1m。」・mm・つk・誘194∫iwaeつk・t・・。ammoOka・
」・・a脚t・・。…m・脚誘，se・d3i・kum・・n。・・um・つk・誘195

授受表現206m・r・：ta，jetab・：注207
20g

kuisai

208

kutte」a：

jattab・：共，kuitadai誘

jattan」a：

あいさつ表現241arja：agjaNki：ts撃ko：tesogjaNkotowase：d3ijokatoko「odese
kk。kum・tt・k喜t・k…att・m・nd・b・m。…t・itt∫。k・k・n。m・i注，
。・kini・・i・・…。・zai・・∫喜・・誘，・9」…ki・t・撃k・・t・d・・m。・・i・・t・・。dzaima
∫喜te：

735443 熊本県安蘇郡南小国町大字赤馬場
命令・禁止・義務表現147mo：。kiraNne：148 madaokitenaika
14g madooaketekurenasai 150 madohayakuaketekudasai注
151（・。cci）ik・t◎ab…iy・，ik・n・誘注152・。cciikut。abunaiyo
153

ikutoabunaiyo

154

ikanyaNki：

強調・詠嘆表現155mur・N，ikuy。156

wa∫igaikuwa注，wa∫igalkuy。

157anohanawautsuku∫i：ne，anohanawasubara∫i：ne
意思、・勧誘・希望表現158iko：toomottyoru
ik・・9。t。…，ik・・9・tw・・u

162

15g

ikaN

160

ikoya

ik。・9・tw・tt・t・m・・aN

161

163

iko：90ta「u，

iko：gotsune：

164itt・m・・ai・・i，itt・m。・。・9。・w・・u誘，×itt・k・・e注1，itt・9・d・h・i注2

推量・様態・伝聞表現165ikud3ar。166
16g

ittattad3日目。

173

byo：kinogotsuaru

170

176

×ottabana

177

191

206moro：ta

194

207

ameNgotsuaru

167
171

ikud3aro：168

furugotaru

175

172

itad3a「o：
yokagota「u

take：gotsua「u

fuzisaNロ090twaru

itsuka

darigayarumoNka
韮受受下見

tabuNamed3aro

174

疑問・反語表現186ikukaikaNka
190d。kkani

ikaNd3aro

187

darigaikuka

192

188

yaraNkotsugaaruka

kuri：

naNna

yokakana，i：kana：参193
208

yatta

209

195

189

darika

darigayaruka，

kuruna，kurucina

yattaka注1，yatta漁a注2

あいさつ表現241arigato：90zaimasu共，tyo：d30daNdaN古
735677

大分県大野郡野津町宮原

命令・禁止・義務表現147ハヨーオヶンヵエ，出田ーオヶンナ148ハヨォヶンヵ149マドアケチクレンカ，
マト・アケチクレンカェ少150マト・ウ胃軸アキー151（ソツチニ）イクナ，（ソツうし）イツチヤイケンデ注，
（ソッチ）イカンスナ

152ソッチーイクナ

153イッチャーワリー，イッチャワリード

154イカニャナラン

強調・詠嘆表現155イクワイ156オレイイク，ワシがイク157アンハナーウトウクシーノー

意思・勧誘・希望表現158イコートモーチョル159イカン160イコーヤー161イキテーノー
162イキトージタマラン，イキトージコタエン163イキトーネー164イチモライテー新，イチェモライテー
古

推量・様態・伝聞表現165イクシ・ヤロー166イクメー，イキメー167イクノジャロー新，
イクンジャロー誘，イクジャロー多168イタト』169イタドー，イツタト
170タイケ。アメシ

ヤロー

171フローコ9タル

172ヨカローコ

タル

一

173ワリーコ

タル，

ワル加ソ＿ジャ多174×アメジや日置チユーキ一物，×アメラシイチューキー新注
175タケーチューキー，タケーラシーキー176オッタチューキー，オッタチュータ

準準・反語表現186イッヵイヵンヵ187タ

177フジサンノゴタル

レイィッヵ188ナ国軍189ダレカ190ドッカ
一548

191 l5eh 192 tlht‑ 193 Y"ViroVhtr 194 5"Y+‑tz:V+‑tzV]Vil;ftr 195 O)Vx

R1,oJvvtr2
teepteilXgl 2o6 em‑y 2o7 bv 2os ;p,ye 2og apiyyh
tobSv)ilXEil 241 o:kiǹ,7vh" s‑･n" e" tzysi!fi?li,7vh" s‑:" v" tzwilfZli,

7vh""‑n"e"vvtzvySktr,7ih"F‑:"y"dvtzvytstr
736138 fiF,JZIscvaiZiasftwwEiUTigM

di4t'tw'eeime$l 147 hayo:yonoaketakenhayo:okirankai
148 hayo:okiranka 14g hayo:madooakenkana lso hayo:madooakere
lsl (sottyan)ikutodekenbai ls2 sottyaikuna ls3 ikutodekenbai
154 ikanadekenmoNne
dede.axlgeiStSt 155 ikubai ls6 oregaikubai ls7 anohanautsukufikane:

ke.eni3S.egik51 lss ikodeciomotoru lsg ikanbai 16o ikod3anakakai
161 ikogotearu 162 tkogoteaNne: 163 ikogota:naka
164 ittemorao:gotearu
?EEij･lgSZSI.fiiasiSXel 16s ikud3aro: 166 ikand3aro: 167 ikutod3aro:

168 itad3aro: 169 itad3aro: 17o tabun amed3aro: 171 furiso:d3a
172 yokagetearu 173 bye:ningotoaru 174 amedaso:da#.
175 takakattettai 176 ottatettai 177 fuzisan ityo:n attai
tcIERdi･iSiESStSl ls6 ikukaikanka ls7 darugaikuka lss nankai lsg dareka
190 dokoka lgl itsuka lg2 yokadd3arokana lg3 daregayaruka
194 yarankotanaka lgs kutteJikai
EII!2iSiifil 2o6 morota 2o7 kurenkai 2os yatta 2og yattakai
toUS")iSZilfl 241 arigato:gozaimasita

736172 jYe}Mma"asNfier2L)Umuwra
fak';!Intt 'XiljXlfi 147 mo:3ikaNzo:hajookire:

148 mo:3ikaNgakitakeNhajookiraNka:
14g sokoNmadobatSi:t:obariakettikure: lso hajo:sonomadobaakere:
151 ikune: 152 ikuna: 153 ig:iratsumaraN ls4 ikan:aN,

ikaNgiratsumaraN9
desu.dr4SeiltEl lss iku ls6 orugaiku,orugaikute: ls7 aNhanaNkire:kajo:,
oro:kire:sa:21Il

kM.tm.ng21iSl lss iko:toomo:troru9,iko:daitoomo:ttoru lsg ikume:
160 iko:i,iko:ja:ta! 161 iko:gotoaru 162 iko:gototamaraN
163 iko:gotonaka 164 it:emorao:gotoaru
va.)ISI!l",.fiineiliSl 16s iku3aro: 166 ikaN3aro: 167 ikuto3aro:

168 it:a3aro: 169 it:ato3aro: 170 o:kataame3aro: 171 diurugotoaru
172 jokagotoaru 173 bjo:kinogotoaru 174 amegena 17s tak:agena
176 Ot:agena 177 eu3isan:ogotaru
raiFdi･!Seli/SS2ffZ ls6 lkukaikaNka ls7 da:gatk:a lss nan:a lsg daruka

190 doke:ka lgl i3:aro lg2 joka3:aroka lg3 da:gajaruka:
lg4 jaraNkotsunoarumoNka: lgs kut:oteja:
‑ 549 ‑

授受表現206mor・ta

207

kurere：208

kureta

20g

kuretana，jat：a篇a多

あいさつ表現241jokamombamoro：tea「igato：90zaima∫ita二

736209

熊本県鹿本郡鹿本町来室字大正丁

命令・禁止・義務表現147オキンカイ148オキンカ149アケチクレヤ150アケンカ151イクナヤ
152イクナチイウタロカ9

153イクトテ

ケン

154イカニャン

強調・詠嘆表現155イクィク156オルがイク157ウックシヵナー
意思・勧誘・希望表現158イコデチォモートル159イヵン160イクゾ
162イココ9チシテノサン

163イココ9ツニャー

164イテモラオーコ9タンネ

推量：・様態・伝聞表現165イクトジャロー166イかソサント
168イタロー

173

169イタツタ

ロー

ビョーニンノコ9タル

177フシ

サンノコ

170アメシ

ヤロー

174アメテチハ9イ

161イコゴタンネ

171

一，イヵントジャロー167イクトジャロー
×フッタ9スコ

175タキャーテチナー

タル

タル

ナ

タル

疑問・反語表現186イッヵイヵンヵ187ダルがイクヵ188ナンカイ189タ
191イツカ

172ヨカロコ

176オッタケ

192ヨカロカ

193タ

ルカ

シューカ

194シャンムリヤラシ

ルカ190ドケカ

ヤー，シヤンムリセシ。ヤー

195クッテヤ，クッテチや

搬麹見

206モロタ

207クレ

208ヤッタ

209ヤッタカ

あいさつ表現241アルがトゴザイマシタ

736312

熊本県菊池市隈府

命令・禁止・義務表i現147オキンキャ148オキンカ，オキレ149アケチクレヤ150アケンカ
151イクナヤ

152イクナテチイヨッシ

強調・詠嘆表現155イクホ

一，イクハ

ヤニャーカ

ウ，イクト

153イクコタテ9ケン

154イカニャン

コッジャニャー誘156オルがイク157ウツクシイネ

注
意思・勧誘・希望表現158イコデチオモートル159イカンモンネ，イクミヤー160イコジヤニヤーカ
161イココ

タンナー

162イココ9チシテタマランナー

推量・様態・伝聞表現165イクジャロー166イヵンシ
168イタッシ

ヤロー

169イッタ・ソシ9ヤロー

173ヒ9ヨーキノコ

タル

177フジサンノコ

タッ

174アメテッタイ

疑問・反語表現186イッカイカンカ187タ

163イココ◎ツニャー

164イテモライチャー

ヤロー167イキヨットジャロー

170アメシ9ヤロー

175タキャーテッタイ

171フロコ9タル

172ヨカコ

タル

176オッタテッタイ

ルがイクカ188ナンヤ，ナンカ189ダルカ190ト

ケカ

191イツカ192ヨ加カナ193ダ，レがヤルモンカ，ダルがスツモンカ多194シヤンムリスツゾ
195クルテチや注

搬裁見206モロタ

207クレンカ

あいさつ表現241アリがトーゴサ

736525

208ヤッタ

209ヤッタカ

イマシタ

大分県竹田市竹田町上町

命令・禁止・義務表現147オキナサイ148オキンカ，オキロ149マト

オアケナサイヨ多，アケチョクレ

150ハヨーアケンカ151（ソツ←）イッチャイケンヨ152ソツチニイクナ誘153イッチャイカン
154イカニャーナラン

強調・詠嘆表現155ユク156オレがイクンタ

157アノハナウツクシーネ訓注

意思・勧誘・希望表現158ユコートモーチョル，ユコートォモーチョル15gイキャーセン160イコーヤ
161イキテーナー

162イキトーテショーカ

ナイ

163イキトーナイ

一550一

164イッテモライテー

推量・様態・伝聞表現165イクジャロー166イヵンジャロー167イクンジャネーカェ
168イッタンシ

ヤロー

169イッタンシ9ヤネーカェ

172×イージヤロー173ヒ9ヨーキシ

171

×フルンシ9ヤネーカ

ヤネ一町ェ174アメラシー誘，アメダトユーゾ誘，

アメダチューコツダ誘注，アメダソータ
176イタチューコッダ注

170オーカタアメシ9ヤロー

多175タケーラシーゾ，タケーチューコッタ

注

177フジサンノコ9トアル

疑問・反語表現186イツカイカンカ187タ・レがイクカ188ナンカ189ダレカカ・190ト・ツカニ
191イツカ192イーンカナ即吟193ダレがヤルモンカ194ヤランコ・ソがアルカ注195クルンカ
」受受表現

206モロータ

207タリー

208ヤツタ

209ヤツタンカ

あいさつ表現241ゴテイネーニアリがトーゴサ・イマシタ

736613

大分県大野郡三重町上赤嶺2区

命令・禁止・義務表現147ハヨ一膳キーヤ，ノ、ヨーオヶンヵ148ハ旧臣オヶンヵ注14gマドーアキーヤ，
マト

一アケチクリー150ソコーアケンカ151

（ソンケ

）イクナヤ152ソ・ソチーイクナ，ソンケ9一イクナ

153イキヤーワリート・，イチャーナラント・154イカニャナラン多，イカンナラン誘

強調・詠嘆表現155イク156オレイィクンシ

ヤ157アンハナーウットゥクシーノー注

意思・勧誘・希望表現158イコートムーチョル159イキメー多，イクメー160イコーヤ161イキテーノー
162イキトーシ9タマラン，イキトージコタェン誘163イキトーネー164イッチモレーテー

推量・様態・伝聞表現165イクジャロー166イヵンシ

ヤロー注，イキメー167イクノジャロー

168×イタト9一力注1，イタシ9ヤロー注2，イタドー注3169イタンジャロー
170タイケ9一アメシΦヤロー

171

×フッチキソーシ9ヤ

172円山ローコ9トァル注

173ヒ・ヨーニンノゴトァー・ル174アメラシー，アメジヤチユーノー多注，アメジャチュードー
175タケーフーシ9ヤ

176オッタソーシ

ヤ

疑問・反語表現186イツカイカンカ187タ
ト9ッカ

191イトゥカ注

177フシ9サンノコ9トァンノー，フシ．サンノヨーシ9ヤー

レイイツカ188ナニカ189ダレカ190ト

192イーンカノー

193タ

レイスルカ，タ

194ヤランコトイアルモンカ，シェンコトイアルモンカ

クィーカ，

レイスンノカ

195クンノカ，クルチヤー

授受表現206モロータ207ヤレー注，タリー208ヤッタ209ヤツタカ
あいさつ表現241×アリがトーゴタ・イマシタ注1，オーキニ注2

736687 大分県南海部郡宇目町千束
命令・禁止・義務表現147。kiOka，okeOka多1480keOka
akeOka，aki：誘注150
151

（soX｝ge）itaraabune：do，（soつ9e）ikuna

soX〕9eit∫aikendo

153

14g

aket∫ikureOka，

aket∫ikureqka，hajoakeOka，aki；誘
it∫aikendo

強調・詠嘆表現155ikuwa，ikude：156

154

152

sott∫iit∫aikendo，

ika∫1aikeN，ikannaraN言二八斤

wa∫igaikund3a，origaikund3a誘注

157 aNhanawake∫ikaraNutsuku∫i：no：
意思・勧誘・希望表現158iko：t∫iomo：t∫oru，iko：tomot∫oru，iko：tomo：t∫o「u
15g

ika漁do

160

ikito：3ikotaeN

ikaqka，ik・・ja

163

ikito：ne：

161

164

ikite：na：1621kit。：3itamaraN多，

it∫imo「aite：

推量・様態・伝聞表現165iku3ar。：，ikud・：，ik・：」。：166
ikja：∫end3aro：

167

ikund3aro：

168

itaro：

16g

ikime：，
itand3aro：

170ame3aro： 171φurugotsuaru 172 ×i：do，i：90tsuaru
173bjo：ki3ane：Okana：，warimd3ane：寧ana：誘174 amet∫u：no：，
amet∫ii：jorudo，amet∫u：do

175

take：t∫u：no：

一551一

1760ttat∫u：hana∫i3agano：，ottat∫u：9ano：誘

177φu3isaJIJliJlit∫onno：，

φU3isannogotSuaru誘

疑問・反語表現186ikukaika寧a，ikkaikaηka
188

na】3ka

18回忌dareka

190

dokka

187

191

da「eiikuka注

itsuka

192

da「eiikka注

i：nd3aro：kano：

193dareisurumoOka 194 do3eηko：3eNjaruzo注195 kurunto，kuruOkae
授受表現206moro：ta 207 kureOka，kuri：誘208 jatta 209 jattaka，
kuwa∫etaka古

あいさつ表現2410：kiJli

736769

大分県南海部郡米水津村大字砂利字凧網

命令・禁止・義務表現147オキタラト

一カナ，オケンカ，オキンカ148ハヨーオケンカ

149マト・オアケテクレンカ150アケンノカエ，ハヨアキー多151（ソツチニ）イクナ
152ソッチニイカレント9

153イクコターナランド

強調・詠嘆表現155イク156オレがイクンシ

154イ川口ャーナラン

ヤ157ウツクシーハナジヤノー注

意思・勧誘・希望表現158イコートオrトチョル159イカン，イキメー誘160イコーヤ161イキテーノー
162イキトーテシヨーカ

ネー

163イコーコ

トネー

164イテモライテー

推量・様態・伝聞表現165イクジャロー166イヵンシ

ヤロー167イクノジャロー168イタシ

ヤロー

169イタンジヤロー170オー隣県アメシ9ヤロー，タイがイアメジャロー誘171プリソージャ
172止口ローコ9トアル，ヨサソーナ

173ヒ9ヨーキシ9ヤロー，ビョーキノコ

トアロー誘

174アメラシー，

アメシ・ヤチューノー誘多175タカイラシー，×タケー古注，タケーチューノー誘176オッタソーナ，

オツタチューノ誘177フジサンノゴトアル

疑問・反語表現186イクカイカンカ187ダレがイクカ，ダレがイツカ注188ナニカ189タ
190ト・コカニ，ト

レカが

ッカ誘191イツカ192イーンカナー注1，イーンカノー注2

193タ・レが刃レモンカ194ヤランコトがア，匠ンカ，ヤランコトがアラルノレンカ多195クルンカ

搬i表崔見

206モロータ

207タリー

208ヤッタ

209ヤッタカ

あいさつ表現241オーキニ，ダンダン注

737030

長崎県北高来郡飯盛町町名

命令・禁止・義務表現147kju：wanakaN9。t。∫ite・kir・ene：
148horamo：jo蕊oaket∫oruke貿hajo：okiro：

14990Ngon：a30：zu3arukeNhajo：to：woakero：注150
151

ikunae：

152

hajo：akero：注

soke：ikebamata：abunakaba：i注，ikuna言秀，

matahorja：matahorja：abunaka：注
×at：∫inadekeNzo：言別注1154

強調・詠嘆表現155ikuba：i

153

ikuna：，×sot：∫inadekeNzo：言秀ミ主，

ikambadekeN

1560regaikuba：i

157

anohanawanon：okakeN，

aNh・nan。n。n・。k・・誘注・Nh・n・n。ki・e・k・・誘注

意思・勧誘・希望表現158ik・：t。。m。：t∫・ru

15g

161ikit・k・n・・，ik。・9。t。・・un・・注162

163

ikito：naka，iko：90tonaka注

推量・様態・伝聞表現165iku3ar・：166
16g

it：ato3aro：

176

173

×suN30t：agena

160

ik・de：注，ik。ja：注

ikit・・∫it・t・m・・aN

itemoraitaka

ikaN3ar。：167

1700：kataame3aro：

φuru9・t・aru多172」・ka9。t・aru

175tak：agena

164

ikumai

171

ikut・3ar・：168

×φut：ekurugotoaru，

bj・：kin。9。t・aru

174

177φu3isan：init∫oru，

一552一

ita3a「o：

ameN9。toa「u

φU3isan：。gotaru多

疑問・反語表現186ikukaikaNka
190dok：ani

191

193dagasurumoNka：
授受i表廷見

206mo「o：ta

187

itsuka

194

207

192

dagaikuka

jara3a：

ku「e「o：

188

nan：a：18g

da3：ar。

joka3：aro：kana：上，」。katokana：

195

208

kuruteja：

ke：ta：

209

jat：aka：

あいさつ表現241arigat。90zaNsu：，o：kini上

737096

長崎県南高来郡南串山町門山山下

命令・禁止・義務表現147m。：。kit：emin：a
14g

madobaaket∫ikurere

ik：ota：na「ambai

150

152

k・ra・kiNka

korja：a∫egat：eakeNka：

151

ikunja，

it∫a：tsumaraN，ik：ota：naraN，ik：ota：dekembai

153 ikukota：narambai，ikunaja：
ikanjadekembai誘

強調・詠嘆表現155iku

148

154

ikanjanarantoN，×ikutobai，

156。rugaikut・：，orugaikut。bai誘

157aNhanawautsuku∫ikajo，aNhanawakirekajo，
aNhanawado：ju：kirekamond3arokai
サ

・Nh・n・w・d・・ju・ut・uku∫ik・m。nd3…k・i，aNhan・w・ki・esa・誘注

意思・勧誘・希望表現158ik。daito。mo：t・ru
iko：ja：161
163

iko：90toaru注162

iko：90t：∫anaka

164

15g

ikaN注160

ikaNkanai多，

iko：90toat：etamaraN

itemoraitaka

推量・様態・伝聞表現165iku3aro：166 ikas：aNd3aro：注，ikaNd3ar。：
167×ikasuto3aro：注，ikut。3aro：168×ika∫ita3aro：
16g

ika∫itato3aro：注，it：ato3aro：170

ta∫ikaame3aro：171φu「ugota「u

172jokaris。miaru，j。ka9。taru多1739uwain。waruka9。taru
174amet：eju：t。N，amet：∫u：t。N多，amegena

175

tak：agena

176。t：agena

177φud3isan：090taru

疑問・反語表現186ikuir。ikaNir。187
190dok：ani

191

itsuka

194∫i：eNkotogaarumoNka：
授受表現206m・・。t・207

dagaikuiro

192

188

nan：a

195

jokad：5aro：kaina：

193

189

darika

da9：ajarumoNka：

kurutoja：

ku・e・・注，」・・e

208」・t・a，k・・et・注20g

k・・et・k・注，

jat：aka

あいさつ表現241arigatoga∫ita
737331

熊本県熊本市秋津町沼山津

命令・禁止・義務表現14アオキランカイ148オキランカ149アケンカイ，アケテクレンカイ150アケンカ
151イキナハンナ

152イクナ

153イッチャイカン，イクトテ，ケンソ9誘

154イカナンバやツテン，

イ同門ャン参

強調・詠嘆表現155イクハ

イタ，イコ参，イクハ・イ参，イクドコッジャニャー参

156オト・ンがイコタイ，オルがイク参157ウツクシカナ，ウツクシカナー参

意思・勧誘・希望表現158割引テオモトル159回目ンノ、

イ，イクミャー誘160イコイ，イコー参

161イココ・タツ，イココ・タル参162イココ・チシテションナカ，イコゴチシテタマラン参

163イコゴツニャー164×イテモラワニヤー，イテモラオーゴタル注

推量・様態・伝聞表現165イクト

一166イヵンハ

イ，イヵント

一553一

一参167イクトダロー

168イタト

一

169イタッタ9ロー，イタロー参＝170アメタ9ロー

171フルコ

タル

172ヨカコ

タル，

エ＿コ・タル参173ヒ・ヨーニンノゴタル174アメテタイ，アメテッタイ参175．タキャーゲナ
176オッタケ9ナ

177フシ9サンノゴタル

疑問・反語表現186イッヵイヵンヵ，イクヵイヵンヵ参187タ

ルがイッヵ，タ

ルがイクゾ参

188ナンカ189ダルカ190ト・ケカ191イツカ192裏込ト・カ，エ応命シラン参
193タ・ルが刃レカ，タ・ルがヤ，レカ194ヤランコツがアルモンカ，サカダチシテテ

ンヤル参

195クッテや

授受裁見206モロタ 207クレ 208ヤツタ 209ヤツタカ
あいさつ表現241アルがトーゴがイマス，チョーヅヤッタ古，チョーヅヨ参，×チョージョァタ参

7373gg 熊本県上益城郡矢部町大字下市小字：前田
命令・禁止・義務表現147m・：taigya：照ra。kiraNkai 148 taigya：nara。kiraNka
14g madobaakecikure 150 madobaakeNka 151 （sottyanya）ikuna
152

sottyaNikuna

153

ikutoabu恥aka，ikuna

154

ikanya：na「aN

強調・詠嘆表現155ikubai 156・rugaiku 157 aNhanautsuku∫ikane：
意思・勧誘・希望表現158iko：toomo：toru，iko：teomo：toru 15g ikaN
160iko：d3anya：ka注161

ikitya：na：，iko：90tarune：参

162d・gyaN∫iteNik・：9。ta？，s。：nya：ik・：9。taru参163

×ik・：9。tanya：参164

推量・様態・伝聞表現165ikudar・：，×ikkaN∫ireN参166
ikaNkaN∫ireN参167

ikito：nya：，

item。raitya：，×ittem。ra。：参

ikaNdar・：，

ikut。dar・：，×ikiy。rasut・dar。：参168

ittatsudar。：，

×ika∫itar。：参1691ttatsudar・：，ika∫itatsudar。：参

170daitaiamedar。：，。：kataamedar。＝，×amebaN参注171×futtekurubai，
×fu・ukaN∫i・eN・。，×fu・ub・M72×・・b・N，×・・b・i

174ameteciba翼，ametecibai
ottagenabai

177

175

takya：9enabaN

173

d・gy・N・tto「a∫i：

1760ttagenabaN，

fuzisaNnogotattai

疑問・反語表現1861kkaikaNka 187 darugaikuka 188 naNkai 189 daruka
190dokeka 191 itsuka 192 yokarokane： 193 darugayarumoNka注
194do：deNko：deNyaraNkote 195 kutteya
206morota 207 kure 208 yattabai 209

搬裁見

yattatsukai

あいさつ表現241arigato：90zaruma∫ita
737412

熊本県安蘇郡久木野村切石字平素

命令・禁止・義務表現14アオキランヵイ148オキランヵ149アヶチクレンヵイ150アヶンヵ
151イキナハンナ

152イクナ

強調・詠嘆表現155イクト

153イクトテやケン

154イカニャナランモンナ

コツジヤニヤー156オルがイクトゾ

157アノハナンウツクシサ

意思、・勧誘・希望表現158イコーテチォモートル159イヵン160イキマッシュイ161イキチャーナ
162イココ

ツァッテタマラン，イキトーシテタマラン

163イココ

ツァニャー

164

×イテモラワニや

推量・様態・伝聞表現165Xイキナハッデシユナー上，xイキナバッドナー166イキナハラント

ナー

167×イキヨンナハツトタ・ロナ168×イキナハツタローナ169イキナハツタ・ソ夢心ナ上，イッタツダロナ

170タプンアメジャロー古，タプンアメダロー新171×フツテクルゴツァルナ172ヨカゴツァルナ
173ヒ・ヨーキンゴツァルナ，アンビヤンワルカゴツァルナ古174アメテッタイ175タキヤーテッタイ
176オッタテッタイ

177フシ9サンノゴツァル

一554一

疑問・反語表現186イッヵイヵンヵ187ダ，レがイクトヵ188ナンカイ189ダ♪レカ190ト

ケカ

191イツカ192ヨカト・カナ193ダ，レがスッカ注，ダルが刃レモンカ注
194ヤランコツがアルモンカ195ク，レテや多，タルトや

授受灘見206モロタ

207クレ

208ヤツタ

209割引タカ

あいさつ表現241コラマー，アリがトーゴサ

737497

イマシタ

宮崎県西臼杵郡五ケ瀬町三ケ所再調

命令・禁止・義務表現147m・ b。cub。cu。keraNka 148 taigainja。keraNka注
14g mad。。aketekuNmi 150。：imad。。akeNka少注1511kuna 152 ikuna注
153

iQta「aikaN

154

強調・詠嘆表現155iku

ikaNna「aN

156。rigajukuwa

157

意思、・勧誘・希望表現158ik。：t・・m・t・ru

注2
164

161ikitejaganja

162

aNhanawakireidane共

15g

1kito

ikumja

sitetamaraN

160

163

ikito：nja

itemoraltejano

推量・様態・伝聞表現165×ikubai注1，ikuzjar。誘注2166
ikjaseNzjaro，ikjaseNbai注
16g

ikaNkai多注1，ik。：

167

ikutozjaro：

ikaNzjar。：，

168

itazjaro：

itat。zjar・：170×・：kataamebai多，◎：kataamezjar・：

171×huQteku「ubai

172

e：90toa「u

173

wa「igocua「u

174

175takja：9ena 1760Qtagena 177 huzisaNnogocuaru
疑問・反語表現186ikujaraikaNjara 187 darigaikujara 188
190d。k。ka聡i共，d・QkaN

191

icuka

192

e：t。kana

naNka

193

194 jaraNkocugaarumoNka 195 kuruNzjate
授受表現206m。r。ta 207 kure 208 jaota多，kureta少．20g

amezjagena

189

darika

darigasu「um。Nka

jaQtakakai

あいさつ表現241。：kini多，daNdaN老

737763 宮崎県東臼杵郡北浦町大字古江字地下
命令・禁止・義務表現147m・℃keNka 148・keNka，k。ra・keNka誘
14g

madoakecikuri

ikunajo

152

150

ikunacija

akecju・聡idositeakeNka，hajoakeNka誘

153

iku聡a言秀注

強調・詠嘆表現155ikanja：誘考，ikuwai

154

162

ikitositama「aN

163

167ikutozja「o膠
171hu・i・。・z」・172

warirasi：共174

168

ikan・ja轟araN

ikaNme

164

k。cumij。誘
160

ik・ja

161

icjemo「ete：

169

itatozja「o：

1700：kataamezja「o：

w・・i・t。・」・・。注，w・・it。」・・。注，

amezjacju：do注1，amezjacju：wa注2175
itacju：wa

icuka

187
192

ikiteme：

ikaNzjaro多，ikaNmedai注

itazja「o：

疑問・反語表現186ikukaikaNka
191

166

i・9。t。…173

take：c加：do注176
190doQkani

15g

ikitone：

推量・様態・伝聞表現165ik。dai

ikuna，

1560rigaikut・jo

157an。hanaucukusine：共，an。hanaNucukusi
意思・勧誘・希望表現158ikotom・cj。ru

151

177

take：cju：wa注，

huzisaNnogocuaru

darigaiQka注188
i：zjaroka

193

naNka

194 jaraNcjukocugaarumoNka 195 kuruocje
搬表】i見 206morota 207 kuri 208 kureta注 209 jaQtaka
あいさつ表現241。：kiNe注，。：kini多
555一

18g

darigajarumoNka

darika

738102 RillfiRPSi i)kasigXEITi<en?IttM

tS)4}･Xlh.Sma 147 hajookiran:a: 14s hajookiraNka:
14g madobaaketekurere: lso hajo:akero lsl ikuna:,ikunajo:
152 ikuna:,ikukotSanaraNzo:st ls3 ikunajo:,ikukottanaraNzo:,
ikukotadekeNzo:ll> ls4 ikanjaN,xikanjaNkoton:at:a
desc'itg%gSl lss ikodanae ls6 orugaikodai,orugaikodana:e
157 aNhanawakirekanja:,aNhanawakirekajo:,aNhananokiresa:{est
kee･tm･egilVfi lss itemju:kaitoomotorutll1,itemju:daitoomotoruZli2
159 ikambai,ikumja:{} 16o tko:dai,iko:3anakana:{e
161 Xitemju:kaina:,iko:gotoaru2i5 162 iko:gotoarujo:
163 iko:gotonaka 164 itemorao:gotoaru
?EkS･Jfme.tXes21tER 16s iku3aro: 166 ikand3aro: 167 ikuto3aro:
168 ita3aro: 169 itad:3aro: 170 o:kataame3aro: 171 thurugotaru
172 jokagotaru 173 bjo:kiNgotoaru 174 ameNgotoju:bai 17s tak:agena
176 ot:agenabai 177 diud3isaNgotaN
EIEfldi･iiZiiAiliJII ls6 ikujoikaNjo ls7 da:gaikutojaro lss nan:a: lsg darukaga

190 dokeka 191 itsuka lg2 jokad:3arokaina: lg3 da:gajarumon:a
194 iiwaem:on:aorumon:a: lgs kut:oja:
}eapt;tiSelEl 2o6 morota: 2o7 kurero 2os kureta 2og kwatetaka:
MVS' )?SillEil 241 arigatogafita:tll1,ar1gatogaiite:tr2
738221 fmastgas{±as=‑fiwras?di4eSEiua

ditk･¥th･i61ia$eiil 147 mo:okiraNkai 14s mo:okiraNka
14g sokoNmadobaake:cikure lso madobaakeNka lsl (socci)ikuna
ls2 soccilkuna,ikunaXll ls3 ittya:ikaNzo ls4 ikanyanaraN
tasc.stl!Seikill lss igubai ls6 orugayuku ls7 wa:utsukuSisa,

wa:anohanaNutsukuSisa
kE,E:I･gthi9S.n$ilglfl lss ikoteomotoru lsg ikaN 16o iko:d3anakka

161 iko:gotaru 162 ikogotatteJiyoNnaka 163 iko:gotanaka
164 XikasunarayokabatteNneX}l
iEES.me･tXeaiSgEfil 16s ikudaro:ne 166 ikaNdone 167 ikutodaro:ne
168 ittado 16g ittacudaro: 17o Xamebai211 171 xfuttekurugotaru
172 yokagotaru 173 byo:kid3anakaro:ka#. 174 amegenabai
17s takkagenabai 176 ottagenabai 177 fud3isaNnogotaru
llERdi･MESkSl ls6 ikkaikaNka ls7 darugaikuka lss naNkai lsg daruka
190 dokeka lgl itsuka lg2 yokarokane: lg3 darugasuruka
194 yaraNkotoNarumoNka lgs kutteya
Ieat!lgeijltlfl 2o6 morota 2o7 kurei 2os yatta 2og yattakai#.

asVS')iSafi 241 arigato:gozaimafitawt#.,tyo:d3o:i!iZli1,daNdaNZIi1,
×tyo:d3o:atalilitll2

73s277 RRzl:RAtfRntISgtnEfi]7)R#mre
fftr41･a.ts,,ZtSth･Xilmelfil 147 hajo:okirapkai 14s

‑ 556 ‑

hajo:okiranka

14g hajo:madoakeokai lso hajo:akenka lsl ikuna
152 ikukota:narandzo ls3 ikapgajokadzo,ikuna,ittewanarandzo$
154 ikambao
whsc.axtlSeiS2Sl 15s ikutai ls6 orugaikutai ls7 aNhana:utsukuSisa

kZ･kbYE･ngiSgEfi lss iko:gotat lsg ikukaitai 16o tko:i 161 xhattekokai
tr1,iko:gotatme2 162 iko:gotsuJiteokoraeNlli 163 iko:gotanaka
164 ittemorao:gotarugst
ma'tskfiS,･llkFifiiStSl 16s ×ikkamoSiren?l,×ikkamoSirenna:Zll 166 ikandobai
XI! 167 ikutodarobaitll 16s ittaro:tr 16g ittaro:,ittatodaro:st

17o o:kataamed3anakarokaig,o:kataamebai,o:kataameogotatS
171 thurugotatst 172 jokagotat 173 bjo:ktnogotat,bjo:pinnogotat2
174 amegenabai 17s takkagena 176 ottagena 177 thud3isannogotac
eeFdi.NftSliSl ls6 ikumoneroikaomonero?iE ls7 daregaikka lss napkai
lsg dareka lgo dokkapi,dokekast lgl itsuka lg2 jokarokaine:
193 daregasurukai lg4 jarapkotogaarukai lgs kurukai,kuddokatal
}gEpt!ei*ilfi 2o6 moro:ta 2o7 kurenkai,kurero 2os kureta 2og jattakaiZ}!

toUS')ikiifi 241 tSo:d3o:anta21,dandaN
73s3gs fte,JzlRAfk#ISMJF!t)kgSt$ffE71<

thek.iginblt :.eeszztlfl 147 okiro,okiraoka21 14s okirapka 14g akero lso akeoka

#21! 151 ikuna ls2 ikuna ls3 itta:ikaNjag ls4 ikanakja:naranaitlil,
ikapa:narangftl;212
deas.dvgStSl lss sogjaniebaikapa:taig,ikuzoff ls6 oregaikuzo9,
oregaikubaias ls7 arauttukuJi:na:,kire:kana:,arajokahanana:,
ara:jokana:
:kg.kbl9g.ngilZSI lss iko:kana:toomotteiruna:,ikokana:toomotteru,
ikokaka:toomo:ttorust,ikotoomo:ttoruss lsg ikaNtll,ikumalftiEta!,

ikitakune:tll 16o ikaokaifa,iko:kaill> 161 ×iko:kana:,×iko:kai,
ikite:na:st 162 hajo:onsenniiko:kana:Zll,ikotoritetamaranss

163 iko:gotanaka 164 ittemorawankana:,ittemorawando'kana:
iEfteg.)iacfl",･fiiPua 16s ×ikudaro:ka:fag,×ikudaro:kana:S

166 ikja:Sendaro: 167 Xikudoka#}li 16s xittabaina:21 16g ittabaig

17o Xamebatna:g,xamekana:,amenogotaruna:RiS{} 171 ×diurukana:fa,
diurugotaruna:stl!> 172 XjokabaiLL>,jokagotarutw,jokagotanna:
173 bjo:kigotaruna:i;l;121i1,bjo:kingotaruna:}2 174 ameootaruna:ta!
175 ×takkana:e,takkagotanna:pt 176 ottagotanna:tr,ottaso:dana:
177 diu3isannogotanna:tr
SaERdi.NiuiliiSZSIn ls6ikukaikankals7da:gaikka#21!lssnankalsgdapkaya211,

dankagant2 lgo dokonika,dokokani$ lgl xdokokade#tr1,itsuka
' lg2 e:kana:{l>,jokakana:fa lg3 da:gajaruka
tll2
lg4 oregajaraokotogaaruka lgs kurukana:ul11,kurukatll2
]IEepteiSiEn 2o6 moratta,morotafaiSftli 2o7 kure,kureoka 2os kureta#21

209 kuretaka
‑ 557 ‑

l6LNS･)21Z51

241 arigato:wt,arigato:gozaimasutw,dandanna:gst,o:kinna:

mo
7385O4 EuaRtaEil)liEFasEI2R;IH]7)k<I?iZ#Ji[tliiJk.,,R.

ti}i<t.#Jlt.geS;ililgl 147 mo'okiraNka 14s ma'daokiraNtoka}li,

Xma'daneteruzjane'kalll 14g madooakecikureNka lso hajoakeNka$l!
151 (soQcinja)ikunajo' ls2 soQcinjaicjaikaNtozjaga,soQcinjaikuna?Eli

153 icjaikaNzo ls4 ikanjanaraN,ikaNnaraN
whss.sk[geiESI 155 iku ls6 origaikutozjai ls7 aNhanaNucukusikocu
PLiJzz･2etrliig.n!tiSVin lss ikotomotoru lsg ikaN 16o iko･,ikaNka{}

161 !kitena' 162 ikitositetamaraN 163 ikito'ne 164 itemerete'
ma･)6il¥l",.EikosilXEEi 16s ikuzjaro 166 ikaNzjaro 167 ikutozjaro 16s itazjaro

169 itaNzjaro 170 te'geamezjaro 171 hurugotaru 172 i'gotaru
173 bjo'kinogotaru 174 amezjagenazo 17s takegena 176 itagenazo

177 huzisaNnogotaru
eeFdi･ISZEEiSgN ls6 iQkaikaNka ls7 darigaiQka lss naNka lsg darika
190 doQkani lgl icuka lg2 i:kasiraN lg3 darigajarumoNka

194 jaraNkocugaarumoNka lgs kurutozjaroka
wat!IiSXIifi! 2o6 moro'ta 2o7 kure 2os jaQta 2og jaQta

asbS')iltSl 241 o:kini{Ii,,arigatogozaimasita21

738647 patriiRrcmailfKM
fS}r4t.#th.iliilj$igl 147 hajookijo 14s okeNka 14g akecikuri lso madoakejo,
hajoaktZll,hajoakeNka lsl (soQeie)ikunajo ls2 soQciikuna$ll

153 iQcjaikaN 154 ikaNnaraN
desc.suggeiilgN lss iku ls6 origaiku,oregaiku ls7 anohanawaucukusi'ne'Zll
kH,!i,･eniE･ngiltlfi lss ikotomocjoru lsg tkume 16o ikoja 161 ikite:na:
162 ikitesitetamaraN 163 ikito'ne:{l},,ikitene:ll> 164 icjemorote:
lkij･JBkfiS,.{IZilrFifirefi 16s ikuzjaro 166 ikaNzjaro 167 ikutozjaro 16s itazjaro

{IP,iQtazjaroiJ> 16g itaQcjaro:2,iQtaQcjaro:{l> 17o tasikaamezjaro:
171 hurugotaru2,huriso:zjad> 172 i:gotaru{il;,,josaso:zjaLl>
173 warigotaru,warigocuaru 174 amezjagena 17s takegena 176 oQtagena

177 huzisaNnogotaru
tciEfFdi･MlikSZSI ls6 iQkaikaNka ls7 darigaiQka lss naNka lsg darikaga
190 doQkani lgl icuka{i},icukasi'Ek lg2 i:tokana lg3 darigajarumoNka

194 jaraNkocugaarumoNka lgs kurucija
liijptsiiltlfl 2o6 morota 2o7 kuritlll,kuretll2 2os jaQta 2og jaQtaka
6VNS' )iliJiEl 241 o'kiN{l},o'kiNarigato'Z>Zll
739070 ftR7IscvaJEcallSifiiptfil]7Jtfl

fuk･tw･geEfiill 147 ttrtzht 148 tijtzh 149 7triyOVtz"1 150 7trtzF"h

151 tett 152 10t 153 tvf7Nyvstz 154 l"wx" tz
dess･bl4SijStEn 155 t:Yt,dhwx" 156 MVh"(OF 157 $VtsVA"iVhetz
‑ 558 ‑

意思・勧誘・希望表現158イコードオモトル，イコート
161イココ

タンナー

162イココ9タッチタマラン

モトル159イカン160イコワー

163イココ9ンナカ

推量・様態・伝聞表現165イクジャ準用166イヵントシ
168イタッシ9ヤロー
171

169イタッシ

×フッタ9ソーコ

175タ・リカチュー

タル

ヤロー

170タフ

172ヨカコやタンナ

176オッタ・ソシ

ヤヵチヵイ167イクトジャッドー

ンアメシ9ヤット9，×アメシ

173フアンハ9イノコ

ヤッチュー

164イタテモラオコ9タル

タル

ヤカチカイ

174アメシ

ヤ・ソチュー

177フシやサンノゴタル

疑問・反語表現186イクトジヤヨイカントジヤヨ187ダルがイクトジヤヨ188ナンカ189ダルカ
190ト9ケカ

191イツカ

192四四ット

カネ193タ9ルカ

スルカ

194シヤエンコツカやアルカ，

シヤエンコツがアルカ注195クルツチャー

授受表】i見

206モロタ

207クレイ

208クレタ

209ヤツタカ

あいさつ表現241アルがトゴザイマス，ソがンママデシテ

739141

熊本県天草郡栖本町打田

命令・禁止・義務表現147。i。kinka：i

148

hay。。kinka

149

t。baakettekurei

150akenka 151 （sottyan）ikangotosenbatsuma「aNyo
152sottyanikebatsumaran 153 ikunazo： 154 ×itattekuddena：i
強調・詠嘆表現155i：ku，1：kude 156。rugai：kude 157 anhanawakirekana：i
意思・勧誘・希望表現158ikotoomotoddo 15g ikan 160 ikoi 161 ikogotaNna：
162

ikogoto∫itetamaranbai

163

ikogotaNnaka

166

ikant。banai

164

×itattekurei，

×itattemOraOttai

推量・様態・伝聞表現165ikud。m。n
168

×itabbanai

16g

itadd3aro：

171furu9・t・？，fu・u9。t・Nn・i

174amen9。taru
177

175

172

170

tabun

167

ikutod3anakadd。kai

amed3anakaddokai

y。k・9。t・・u

173

by。・kid3an・kadd。kai

takkagotaru，takkatyuwai多176。ttatyuwai

fuzisannogotaru

疑問・反語表現186ikkaikanka
188na：nkai

187

18日中dadd3ai

193daigasukkai

194

daregaikut・d3air。，daigaikut・ka

190

dokeka

do：denko：den

191

itsuka

192

yokakanya：

yariyaguru，do：denko・：den∫iyagu「u

195kuttocikai，kuttokai多
搬1表旧記

206moro：ta

207

kurei

208

kureta

209

yattakai

あいさつ表現241arigato：90za∫ita

73g276

熊本県八代郡坂本村大字中津道

命令・禁止・義務表現147aNtam。hay・：。kiraNkai

148×kora：naN∫it・ruka注，

hayo：okiNka注

14g tooake？tekure，aketekureNka
150naNguzuguzu∫itorukahayoakeNka 151 （sogyaNtoko）itatyanaraNbai
152sogyaNtokaitatyaぬaraN 153 itatyanaraNbai 154 ikaNbaNgena
強調・詠嘆表現155iku，ikaNbaNtai 156・regaikuta1
157aNhanawautsuku∫ikadesuna
意思・勧誘・希望表現158ikotoomotottotai 15g ikumya：，ikaNbai
160

ikaNkana，ikod3anakka，ikoka

163

iko：90tanaka

推量…・騰・｛云聞裁見

164

165

161

iko：90ta？

162

卑ko：90ta「ubatteN

×ikoya

×ikasukaN∫ireN

一559一

166

iNnyaikassaNbai注1，

iNnyaikassaNdoXll1,dogyaNtite:ikassaNdotl12,ikassaNkafireNZII
167 ×ikasutodaro:,×ikasutobai 16s ×ikaSitagena
169 ikatitakkaNJtreN 17o Xyoiyoamebai 171 Xyoiyofurubai
172 Xyokamone 173 guwainowaruka?daro: 174 amegenabai
175 takkagena 176 ottagena 177 fud3isaNnogotaNna
fima･iSZiEilafi ls6 ikukaikaNka ls7 darugaikuka lss naNka lsg daruka
190 dokeka lgl Sote21 lg2 yaka?daro:ka
193 XdogyaNdeNJitedeNSeNmone21 lg4 dogyaNdeNSiteSeNbaNtai

195 kurugena
}esptltikSl 2o6 XkureraStta,xkuddaSita 2o7 xsuwatero,kureNkaiS
208 kureta 2og kuwaSetakai
El6bEIS')iian 241 daNdaN,tyod3ona:

739363 ftR7SMbllsunSmurp
ditft･#th･lewfiSen 147 hayakuokinkai 14s hayo:okiranka
14g madooaketekurenka lso madamadooakentoka
151 (SottYana:)ittya:naran 152 sottyanaittya:narantoittanoni
153 ittya:naran ls4 ikanbanaran
cade'blqSeiltSl 155 yuku ls6 oregayuku ls7 anohanautsukutikana:
kg･2Ebi9S･it$ggV$l lss iko:toomotteoru lsg yukanbai 16o iko:ya
161 yukitakana: 162 yuko:gototitenusan 163 yuko:gotanaka
164 ittemoraitaka
IEEfi!.tsIE!9S,･fuPifiireEII 16s yukud3aro: 166 yukand3aro: 167 yukutod3aro:

168 tttad3aro: 169 ittadaro: 17o tabun amed3aro: ln Xfurubai,
furo:gotarust 172 Xyokaro:,yokagotarust 173 byo:kinogotaru
174 amegena 175 takkagena,takaigena 176 itagena 177 fuzisannogotaru
eema.!StlntilaSl ls6 yukukayukanka ls7 daigayukuka lss nankai,nanka
189 daika 190 dokekani lgl itsuka lg2 yokakana: lg3 daigayarumonka

194 yarankotogaarumonka lgs kurutyu:te,kurutyu:teka
leepteiliSl 2o6 moro:ta 2o7 kurenka 2os yatta 2og yattaya
MVilg' )iSgiEl 241 do:moarigato:gozaimasu

739405 Z;MIIiMptNM#5rel;21Nrt‑F*EK!!EIItljlE
6ir̀?l.XL[E.iSia$Zlfl 147 hajookiraNja,hajookiraNka,hajookiraNno
148 okiraNkaZli 14g tooaketekureNja lso tooakeNka,tooake'cjuzjanaika
151 (soQci)itaraikaNjo ls2 soQciikunaQcju'zjane'katll,soQciikuna

153 iQcjatkaNjo 154 ikanja'naraNga
whsu'drew 155 ikuwa 156 oregaikutozjaga ls7 aNhananokire'nana'
!IJ:EtuEt,･en9S･ngiltlill lss iko:tomo'toru lsg ikurnja: 16o iko:ja 161 ikicja:na

=JEt

162 ikitositetamaraN,ikitositamaraN 163 ikito:nja
164 itemorjatja:na
lffiS.)6Slj7S,･fikmaXM 16s ikuzjarò 166 ikaNzjaro' 167 ikutozjaro

168 itazjaro 169 itatozjaro 17o o:kataamezjaro 171 hurogotoaru
‑ 560 ‑

172 e:gotaru 173 bjo:kiNgotaru 174 amezjagena 17s takja:gena
176 oQtacjuzo,oQtagena 177 huzisaNnogotaru
eema･!StsgljliSl ls6 iQkaikaNka ls7 daregaiQka lss naNka lsg dareka

190 doQkani 191 icuka lg2 e:tokana lg3 daregajarumoNka
194 jaraNkotogaarumoNka lgs kuruQteja
iegpteilglfi 2o6 morota 2o7 kure 2os kureta 2og jaQtaka

asVSOiSiifi[ 241 daNdaNnao2,o:kini
739563 gvavaMH)P!FasmavaIljstT)k#kftFH
faii)･tiMt :.eeilj$ISI 147 mo'okeNkai 14s icumadenetoQtoka,

XtegenaraokeNkai$ 14g madooeiQtoaketejaraNkai
lso aketejarecjutaraaketjare,madoakiciiebaaki' lsl ikutoikaNdo,
ikunajo ls2 ikuna$li ls3 ikutoikaNtojo ls4 ikaNnarNtojo
whsu'blqSiEI2 155 iQkytga ls6 oregaikutojo ls7 anohananoucukusikocu,

do'ju'anohananoucukusikocu$,konohananoriQpanakocuSfa
kZ.Ebftig.ntSil21il lss ikotomotoru lsg ikume,ikaNdota! 16o ikoja,
ikozjaneka 161 ikite'neZll 162 ikitesitetamaraN 163 ikitekotane'
164 itemorete
?EES.JBI!9E.tlKFifiiltSl 16s ikuzjaro 166 ikaNzjaro 167 ikutozjaro

168 iQtaQcjaro 169 itaQcjaro 170 taigaiamezjaro 171 hurugocuaru
172 i'gocuaru 173 warugocuaru 174 amezjagena 175 takegena
176 oQtagena 177 huzisaNnogocuaru
reilll5.NftggiSl ls6 iQkaikaNka ls7 darigaiaka lss nanika,naNka lsg darika
tli lgo doQkani,doQka lgl icuka lg2 i'kana,i'tokana
lg3 darigasuruka,darigasju'kafa lg4 jaraNkocugaarumoNka
195 kuQteja,kuQcjuteja
wailtEII 2o6 morota 2o7 jare 2os jaQta 2og jaQtaka
asU?lg‑ )iSZJil 241 o･kiN
739644 ptkiliXHtEifili)itiri.:lfEl[ZZ{Sl/

fa4t.tw.IEM}iSgSl 147 omaedomahajookeNka 14s korahajooki'
149 hajemadooakecikuri lso hajomadooakeNkakora,hajomadooaki'kora
151 (soQci)ikuna ls2 soQciikunakora#kll ls3 ikutoikaNdo
154 ikanjaikaNtojo
desc.drt!Sgiklfi lss ikuwatr ls6 oregaikuwa,oregaikutojag
157 anohanawariQpanahanazjana'
kwt･{EbftIS.itgiStijl lss ikotoomocjoru lsg ikaNdo 16o ikoja 161 ikitena'

162 ikitesitetamaraN 163 ikitewane' 164 Xikutoi'gana',itemoretena'
?kEt.nv9sc.fiknviSSifit 16s ikuzjaro 166 ikaNzjaro 167 ikutozjaro 16s itazjaro

169 iQtaQejaro 170 tasikaamezjaro 171 hurugocuaru 172 i'gocuaru
173 bjo'kizjane'dokai,warigocuaru 174 amezjagena 17s takegena
176 itagena 177 huzisaNnogocuaru
eema･5iiiS!IJfi 186 iQkaikaNka ls7 daregaiQka lss nanika lsg dareka
‑ 561 ‑

190 doQkani 191 icuka lg2 i'tokana lg3 daregajarumoNka
lg4 jaraNkoeugaarumoNka lgs kuQtoka
}esptlei*gifiS 206 morota 2o7 kuri 2os jaQta 2og jaQtaka

Z6VilS")illiill 241 o:kiN,do'moarigatogozaimasita#.

740015 ma42El,iRas4Elt[H]',ilwt
ffiirEi}'¥LLlt･iRiiBXEE 147 mo:okiria:ikanze 14s hajo:okijo:oki:

149 sumangasokoaketekureljkamadoaketekure lso mo:ikiguruti:ke:ake:
151 (soti:i)itr:a:ikaNikaN ls2 it;a:ikaN ls3 Xit:ewaikenai,
itfa:ikaNXII ls4 ikapa:ikaN

dess'suma 155 iko:wai 156 warigaiku ls7 ija:anohana:kire:na:
k℃,･tm･nkt21Sl lss iko:toomoun3aga lsg ikaNilf,ikumaikiSlkffS
160 iko:ja: 161 ikitaiwa:,ikitaena: 162 ikitaiwae:,ikitee'wee:?E}i
163 ikito:nai 164 itemoree:tee:
?EEig.tslfik.fuma2SZ]fi 16s ×iku3aro:toomo: 166 ikaN,ikan3aro:toomou

167 ikun3aro: 16s Xitoro:ze:se,its:uro:zoiMa> 16g itan3aro:

170 taite:ame3aro: 171 thuriso:na 172 josaso:na 173 bjo:kirafi:
174 amerati:{i9,ame3agenass{l> 17s takaitewae 176 ot:aso:na

177 diU3isan:ojo:na
;e!Rdi･MEEisufi ls6 ikukaikankag ls7 daregaikuka lss nanzoi lsg darekaga,
darezogast lgo dokozoni lgl itsuka{e,itsujaraL!>st lg2 e:n3aroka:

lg3 daregasururnoljka,xdarezogajaro:zoist1,XseNZIi2 lg4 jarug,
senkotogaarumonkag lgs kurunka
EEIpt:eiESI 2o6 moro:ta 2o7 kure:ja: 2os jat:a 2og jat:aka:

6VtS')iSZSI 241 arigato:gozaimasita,dandantll

74018O walkZLi‑tiIiLLfpt3TE
ffitr4)'#th･Xma 147 hajo:okinasaijo: 14s hajo:okinaikanzo:
149 madoaketena: lso ku:kigawaruikenhajoakenaikumaiga:
151 ikaren jo: ls2 itaraikan'jo:,itaraikan'zo: ls3 it:aradameda:,
itS:a:ikan ls4 ikanaikan:ojo:
tass'sug%tSl 155 ikujo: ls6 wajigaikunojo ls7 kireina:,anohanakireina:
kS･enkiE･eeYiSllfl lss iko:toomo:toru,ikotoomo:toru lsg ikumai
160 iko:ja 161 itemitaina:,ikitaina:st 162 itemitaina:,
ikito:tetamaraNst 163 ikitonai 164 it:emoraitai,itemoraitaist
?kij.i{RflS,.fikF±fiiSXijl 16s ikudaro: 166 ikanaidaro:,ikandaro: 167 ikunodaro:

wr,ikun3aro:i!i{)l> 16s it:adaro: 16g it:andaro:3kff,it:an3aro:ilf
17o taigaiamedaro:ma,taigaiame3aro:'EIfl!> 171 diuriso:da,diuriso:nast

172 josaso:da,josaso:nast 173 bjo:ki3anaikana,bjo:ki3anakaroka
174 amerafi:,amedaso:dast,amezonag 17s takaiso:da{!>,takaiso:na{e
176 itasO:na 177 thu3isan:ojo:da{!>,diu3isan:ojo:na{}
eema.!SiiftiSgfi 186 ikukaikaoka ls7 daregaikuka lss nandaroka{)),nan3aroka

9,nanzout lsg darekaga lgo dokozoni lgl itsuzoja lg2 kamawankana,
‑ 562 ‑

e:nokanash,e:nkanast lg3 daregajarumopka,daregaejarumooka
lg4 jaraidedo:surug,jaraidedo:suruka lgs kurute:g,kurun3at:eig
leepttikSl 2o6 moro:ta 2o7 okureja,kure 2os jat:ag 2og jat:aka:
toUS't)iStEE 241 sumimaseNarigato:gozaimasu

740252 2aget/4MiiFMmaor
ded)･#th.XZ$ZSI 147 oki:jo: 14s hajo:okipka: 14g mado:aketekure:
lso hajo:aketekurenkai lsl ittaraikaNjo: ls2 itaraikaNjo:
ls3 ittaraikannojo: ls4 ikanaikaNl,ikantoikaN{!>st
whss.bltg(meill lss ikug,ikuikugell ls6 wafigaiku,wafigaikuzo:
157 kire:nanea:,anohanakire:nanea:
kee.kbYE.ngilXIII lss ikotoomo:toru,ikotoomotoru lsg ikanzo:,ikehenzo:
16o ikokoifaZll 161 ikitainea 162
ikitonai${!> 164 itemoraitai
va.IISI",.tikFSasgEII 16s iku3aro: 166
169 ittan3aro: 170 taite:ame3aro:
173 bjo:kirati:zo 174 amedaso:na

ikito:tetamaraN 163 ikitanaifa,
ikan3aro: 167 ikun3aro: 16s itan3aro:
171 diuriso:na 172 josaso:da
17s takaiso:nafa,takaittu:zoss{l>

176 itaso:na,itatSu:zo 177 thu3isammitaina
eeRS･NESilfl ls6 ikerujaraiken jara,do:jara,ikukaikanka
ls7 daregaikujara lss nanzoja lsg darezoga lgo dokozoni lgl itsuzo
192 e:okana 193 daregajaruzo: lg4 kanarazujaruzo:,kanarazujaraja:ta!,
jaragkotanaizo?ll lgs kuruttu:ka
}eeptkiStEII 2o6 morota 2o7 kure 2os jatta 2og jattaka

6USoiSZSI 241 arigato:gozaimaSitaffl,o:kiniilf{l>,dandaNilf{!>

740340 wwreptMSC!kee
tfB4}'XILlt'2iiiiEiS2Sl 147 oiomaihajo:okinkajamo:3ikaNkitagaja

148
14g
lso
154

nanJo:nda:mo:3ikankitonno:okikaigakko:okureruga:
oiomaettottosokoma"dotSottoaketekureokaku:kiawaruiken
asokotfottoaketekureljkai lsl ikarenzo ls2 ikaren ls3 itaraikaN
ikanaikaN

whsc.su4SEiliSl lss iku,ikuikust ls6 wata:ikun3a:,boggaikun3a‑lt

ls7 a:kire:na,measamerujo:na,measametajo:nikire:na
kg.kbkiS.egilg51 lss ikotoomo:toru lsg ikan,ikumai 16o iko:jo,ikankafa
161 ikitainea' 162 ikitotetamaraN 163 ikitanai 164 itemoraitai

ua･ewS･fffma 165 ikudaro: 166 ikumat 167 ikundaro:
16s Xitandaroka: 16g ittandaroka: 17o taigaiamedaro: 171 diuriso:ja,
thuriso:na 172 jo:jo:na 173 bjo:kizuitoru,bjo:kimitaina

174 ×amedaro:,ame3aso:na 17s takaijo:na 176 ottaraSi:,ottaso:na
177 diU3isannojo:da,thu3isannojo:na
filf!S.MliSSaSl ls6 ikujaraikan jara ls7 daregaikujara lss nanzoja
189 darezo lgo dokozoni lgl itsuka lg2 e:ndaroka:
lg3 daregajarundaroka:,Xdaremojarehennea: lg4 do:titemojaro:zoi,
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jarankotogaaro:kai lgs kurupkaja:
EEpt¥eiS2Sl 2o6 moratta,morota 2o7 kure 2os jatta 2og jatta
toV?ISv)iltlil 241 arigato:{i,,arigato:gozaimaiita,dandaNEF,×o:kinitl!

74o42o wareilF=‑krEeeJI[wr7Sa
ffitrEil･;ntft .eeiimeifiL 147 okkijo,okinag 14s okenkai,okinkai

149 ku:kiawaruikinma"doaketokejo:,ma"do:akenkai,ma"do:aketokejo
150 dotiteakennozo: lsl ikuna ls2 ikendo,ikenzo,ikuna
153 ittaraikaN,itta:ikaN ls4 ikanaikaN,ikantoikaN
desc'bl4%25t 15s ikuiku ls6 watfaiku,wafSaikuzo:lll ls7 kekko:nakoto
{,>tal 1 ,kire:nakoto?Ell 2

kN･ebkii･nYikgil lss iko:omo:ton3a lsg ikanzo:{?;,,ikumaid>ta!
16o ikanka:211!1,ikoja:Zli2 161 ikitaina: 162 ikito:tetamaraN

163 ikito:nai 164 XitetsukaF,xitetsukasai‑lt
?[ES!･nv7",･fikasiSXEn 16s ikundaro:,xSkunna 166 lkumaina: 167 ikudaro:
168 Xitazo:i,itadaro: 16g itandaro: 17o taigaiamedaro:,

taigaiame"daro: ln ×diuttekuru,thuriso:na,×￠uttekiso:na
172 josaso:na 173 bjo:kiraSt: 174 ame3aijoruno: 17s takaiso:nano:
176 ottaju:no:,ottaso:nano: 177 diu3inojo:3a,diu3inojo:na,

thu3isammitaina

.
eema.iSZEgiSZSI ls6 ikujaraikan jara ls7 daregaikujara lss nanzo:,nanzoJa
18g darezoga lgo dokozoni,dokokanig lgl itsuzo,itsukag
192 jokarokano: lg3 darejarunzo: lg4 jarenkotowanai,jarankotenai
195 kuruijoruna:,kurun3ana:
Ieet!4tilgijl 2o6 morota 2o7 kure 2os jatta 2og jatta

36US')iEI;l 241 o:kini{},summaseN,arigato:,dandanilil!>

74oslo diBR=‑EFasmaeny

diiir'¥JL.XiiSiESI 147 hajo:oki:jo 14s nanioSijorja:hajo:okinka
14g sokonomadooaketekurenkag lso nanitijorja:hajoakenka
151 ittfa:ikanzo ls2 ittja:ikanzo ls3 ittaraikanzo,ittSa:ikanzo{i,
154 ikanja:ikaNfa,×ikannaraNsuit
dess.sk4gE$2ifl lss iku ls6 orapaikund3a ls7 kirei3ano:tll,

anohanae:hana3ano:tr,e:hana3atr
kZ･EbkiE･nS2SViE lss tko:toomo:torug lsg ikumai 16o ikankaja
161 ikitaina: 162 ikito:tefo:nai 163 ikitakunai,ikito:naitw
164 itemoraitaital
va'tsl2fiS.,'ffkasiltEEI 16s ikudaro: 166 ikandaro: 167 ikudarota!1,ikundaro

212 16s itekitandaroZll1,itekitan3anaikanalll2,ittan3anaikanaZll2,
itan3anaikanalll2 16g itandaro: 17o Xtaite:ameljadiuro:,
taite:amedaro21i 171 diuriso:na 172 e:jo:na 173 bjo:kiraSi:,
bjo:kinojo:na{?> 174 ×ameninariso:nats,×amenadiuriso:na21
175 takaiso:na 176 ottaso:na 177 diu3isannojo:na
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eema･!SZi$iJfi ls6 ikukaikanka ls7 dareoaikunka lss nand3a lsg darekana
lgo dokkani lgl ikka,itsuzojatw lg2 e:kana: lg3 darepasurumonkaZll,
XdarettfasenzoZl! lg4 sentsukotowanaizo lgs kurutsuka
waptiltlfl 2o6 moro:ta 2o7 kure,kurenkafa 2os jatta 2og jattaka
6VS'P2SiSl 241 aripato:gozaimasu,do:mosurnmaseN,itadakimasu
74oss6 twftM=‑ek]#5rkts2SLLIMmt‑E
ta4)'XLLlt'geilj}ilan 147 hajooki:jo 14s korattsumadenetorunzo,hajookioka

149 tooaketejo lso hajoakeoka:,hajoakegkai: lsl (so:ewa)ikarenzo
152 so:eikunajo ls3 ittaraikanzo ls4 ikapaikanno3a
whsu･zzqSijkSl lss ikuwa?l!,ikuzo ls6 oragaikuwa,oragaikun3a
ls7 anohanawautsukuSi:wa,anohanawakireina:Zl!
kE,i,I.tm･itSiSgSl lss iko:toomottoru{S,iko:toomo:toru lsg ikanzo
160 iko:ja,ikanka 161 ikitaiwa,ikitaina: 162 ikito:tetamaran
163 tkito:nai 164 ittemeraitai
IEEgg.)tsftfi",.fiZmaiSfEfi 16s ikudaro: 166 ikumaino: 167 ikundaro: 16s itadaro:,

itandaro: 16g ittandaro:,ittan3anaikae 17o taiteiamedaro:,
taitteiamedaro:ta! 171 ×diurudaro:,diuriso:nazo: 172 Xe:daro:
173 wazuraijorun3anaika,bjo:kinan3anaika 174 ame3aso:na
175 takaiso:na 176 ottaso:na 177 diu3isannojo:nano:ja,
thu3isannejo:namon'ja
nv1di･R:ig.iS2Sl ls6 ikerukaikenka,ikukaikanka ls7 daregaikunoka lss nanzo
189 darezo 190 dokozopa: lgl itsudattsuroka lg2 jokarono:,eeokana:
193 daregasurumonka lg4 senttu:kotoaruka lgs kurun3ato
Ig2ptltikSl 2o6 morota 2o7 kureja,kure:,xtanomuwa‑lt 2os jatta 2og jattaka
zaUNSv )iSZiEfti 241 horja:do:mo,arigato:,ma:niSiteojarija,arigato:gozaimasu

#.
740766 eekXID[F?ptasLltE)SiE[r*EIEIJIIak

fi7<t.ajiltXk.ilEieEiESI 147 magooki:jo,xnanifijonna3ikan okureruzo:

148 kora:madaokinnoka: 14g sokonotooaketoke:
lso nanitiniakennona:guzuguzusuna: lsl (hottJie)ikuna
ls2 korahottSieikuna$l! ls3 itaraikanzo ls4 ikanaikankenno:
taee.blngIS21fi 15s ikuwa: ls6 waigaikuwa ls7 anohanakire:na:,

anohanakire:no:
kE,H,.･ebYS･ntgilZSI lss iko:toomo:toru lsg ikanwatr 16o ikaljko:

161 ikitaino:fa,ikitalna:L!> 162 ikito:tetamaraN,ikitaikendona:l
163 ikito:nai,Xikito:naiwa 164 ittemoraitaitai
ma.JISkfiS.tlKFideStlfi 16s ×ikujarawakaranwano: 166 ikandaro:,ikandaro:no:

211,ikandaro:na:212 167 ikundaro: 16s ittadaro: 16g ittandaro:
17o Xtabun amejano:ta!,Xtaigaiamejano:tw 171 thuriso:3aL!>,
Xmo:ame3ano:fa 172 josaso:daXl! 173 dokozowaruin3ano:,
dokozowaruinko: 174 Xame3ano: 17s takaiso:da#.;,Xtakatn3ano:EiF,
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takaitfu:no:st 176 ottaho:3ano:{}>,ottaso:3ano:{l> 177 diu3isannojo:na,

diu3isannojo:nano:
eeIIdi.IfiimaZSI 186 ikukaikanka,ikuokaikannoka ls7 daregaikuka,
daregaikujara lss Xnanigirotekitanna,nanna:Z}i lsg darezo
190 dokozoni lgl ittJaraZ}i lg2 e:ndarona: lg3 daregajarja:
lg4 jarenkotogaarumonkalll,jarenkotogaaruka$ll lgs kuruoko:J
waiSt]$l 206 morota 2o7 kure 2os jatta 2og jattaka
toUSv)iS2Sl 241 arigato:,ttsukotonaSini

740846 njUMmagmawriwwwr

fiEit'#th･eeilMiESI 147 mo:osoidejohajo:okinaharejo‑l ,hajo:oki:jol
148 itsumadenetondehajo:oki"kai 14g mado:akenaharejo‑lt,

mado:ake:jo9 lso do:Siteakennode,madaakeokaina:th
151 (sotStraewa)ikarendejo ls2 hottSi:itaraikandejo?iE ls3 ikandejo,
ikarendejost ls4 ikanandaraikanken,ikanaikaljken
desi'dv4SEiESI lss ikuwa ls6 waJigaikun3a,waigaikun3a

157 anohanakireina:

kig'Ebft)S･ptthEilXll lss iko:toomotoru lsg ikanwa 16o ikanka21il,ikande

kii?il!2 161 ×ikitaino:Xll1,ikitaina:ti!2 162 ikito:tetamaranwa:
163 ikito:nai,ikitonaiS{l),ikita:nai{ii> 164 itemoraitai
?kig･ew.ta,'fikasiSVil 16s jukudaro:?li 166 ikandaro:,ikehendaro:

167ikundaro:,ikun3aro:{l>16sltadaro:16gitandaro: .

17o taiteiamedaro:,taiteiame3aro:ss{}l>,Xtaiteiamejaro:E9wtl 171 NR

172 e:jo:3ano:tli 1 ,e:jo:dano:scd>tr 1 , × e:jo:3ana:tl 2 ,josaso:3ano:

?Ell1,josaso:dano:ssL!>,×josaso:3ana:EMEIi2 173 bjo:kidenaiokae),

bjo:kidenaindarokae= 174 ame3aso:na,Xame3atteut1,
× ame3aju:de

I}l2 17s takaiso:na,takaiso:3a 176 ottajo:3ana,ottaso:nast

177 diU3isannojo:3a,diu3isannojo:na
jGEfFdi.!SZEng$Sfip ls6ikujaraikanjarals7daregaikun'jaralssnanzo=t}1,
Xnandettli lsg darezoga lgo dokozoni lgl ittJara lg2 e:kaina:
lg3 daregajarudeka lg4 jarankotogaaruka,jarandekatl! lgs kurunkat
iRptMiSe$l 2o6 morota 2o7 kure,xkurendet}1,kurenkatai2,kurehendelll1

208 jatta 209 jattade=,jattaka=
6US')iElfi 241 arigato:goasu,arigato:
741151 leeec2!ReivaKuegewritl4rtwteg
inEib･ajrrYSth･SiiSiJfi 147 okljo 14s oki"ka 14g akejo lso ake"ka lsl ikare"

152 ikare"ga ls3 iTtfa:ike" ls4 ikapaikeN
wass'dr4SZ]il 155 iku 156 waSigaiku"d3a' ls7 anohananokire:nakoto
kH,.i[･Ebftig･Ri.:,IiillEfi lss iko:toomoTtoru lsg ikamae 16o iko:jo 161 ikitaena:

162 ikito:tetamara" 163 ikitonae 164 iTtemoraetae
?EES.tskflsh･fikmaiS21fi 16s ikud3aro: 166 ika"d3aro: 167 iku"d3aro:

168 iTta"d3aro: 16g iTta"d3aro: 17o Xtaegagthurud3aro:
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171 diurtso:d3a 172 josaso:na 173 bjo:kirati: 174 amed3aso:na
175 takagso:d3a 176 itaso:d3a 177 ￠ud3tsaNnojo:d3a
eema.Mff$liiN ls6 ikukalka"ka ls7 daregaikuka lss na"d3a lsg daredzoga
190 dokodzoni lgl itsuka lg2 joenod3aro:kana: lg3 daregajarumo"ka
194 jaranaekotogaarumo"ka lgs kuru"d3ato
leeptltilSijl 2o6 morota 2o7 kure 2os jaTta 2og jaTtaka

zaUSoiliSl 241 daNdaN
741461 esanM±tdiS±tsffglgiM
tftitf)･afltdlt･eeww 147 okija 14s okinkaja 14g mado:akeja
lso mado:akenkaja lsl ikina ls2 ikuna ls3 itaraikap ls4 ikaJia:ikan
thsu.drgSeSStifi 155 ikaid3ast 156 oragaika:ja ls7 fo:anohanawakire:naneja
kEti:s[･ZEbkS.ngiliSi[ lss iko:toomoijoru lsg ikap 16o iko:zeja

161 ikitaineja 162 ikito:tetamaran,ikito:temaijorust 163 ikito:nai
164 !temoraitai
iPkS'jSk!9S'likFiasiJiR 16s ikuro: 166 ikanro: 167 ikuro: 16s itSuro:

169 itand3anairo:kaee 17o taiteamed3aro: 171 thurunika:rapS,
thurieo:na 172 e:nika:rap2e,joeaeo:na 173 bjo:kinika:rap
174 amenika:ran 17s takainika:ranfa,takaieo:na 176 ottanika:rantli,
ottatotll n7 diu3ieaNnika:ranfa,thu3ieannojo:na
ntma.Niik$Ufi ls6 ikujaraikao jara ls7 daregaikujara lss nannaraja
189 darezoga lgO dokozoni lgl itSuzo lg2 e:kaneja lg3 daregajarja:
194 jarankotogaarukae lgs kurutoju:kaja
Iag'!t4iSlljl 2o6 moro:ta 2o7 kure: 2os jatta 2og jattakaja

asUS' )iElfl 241 do:rnodo:moarigato:
741574 esra.(SRga$eeasEatEITvaewlt

fi74).¥th･geilj$iSl 147 okija 14s okinka 14g akeja lso ake:ja lsl ikinaja
152 ikaren 153 itfaikan ls4 ikanja:ikan
desc'su4%iSt 155 ikaid3a 156 orayaika:ja ls7 ma:anohananokire:nakoto

kZ･eei}.ngilgSl lss iko:toomoijoru lsg ikjaeen 16o iko: 161 ikitaineja
162 ikito:tetamarao,ikito:tetentemmaijoru 163 ikito:nai
164 itemoraitai
iEgl.jiSlj9se.tikFifiiStEfi 16s ikuro: 166 ikanro: 167 ikugad3aro: 16s itaro:,

itSuro:ili 16g itagad3aro: 17o taite:amed3aro: ln diurieo:na
172 joeaeo:na 173 warugena 174 amed3atSuzo 17s takaitSuzo
176 ottatSu:ga 177 thu3ieammitaina#.,thu3ieannika:ran
eema･NEEilgfi ls6 ikujaraikao jara ls7 darenaikujara lss naozo
189 darezolja lgo dokozoni lgl itSuzo lg2 e:kano: lg3 darenajarja:
194 jaraokotonaarumopka,jaraidetamaruka lgs kurutSuka
E2ptl2iSZSI 2o6 moro:ta 2o7 kure: 2os jatta 2og jattaka

esUS')iStgl 241 ma:korenatamarukao:kini
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741634 diitvaSISi:5as71<]iftNibiltl;eJS<ijik

fa7iilr'#th･Xilmefi 147 okijoosonattazoni:tfan,
Xgakko:gaokureruzone:tfan,< }‑7c>mo:okijotli 14s okinkananijonnatli,

hajooki:jo 14g to:akete lso hajoakepka,hajoakejo
151 (sottSi:)ikaren'jo,(attSi:)ittaraikan'jo ls2 attri:ikaren,tkan
ls3 ikarennojo,itaraikannojo ls4 ikariaikaN
taas.st4g5iSgSl lss iku ls6 oragaiku,waSigaiku ls7 anohanautsukuSi:no:,

kireino:
kHoS,･enii･e!tXM lss iko:toomo:toru lsg ikan 16o ikaljka,iko:3anaikaZll
161 itekitarae:kendona:,ikitaino:st 162 ikitaiikitai3akendona:,
ikito:tetamaranst 163 ikito:nai 164 itemorotarae:kendona:,
itemoraitaias
?%Ei･)6Sl!ZSi･ffimaiSSI 16s ×ikujaramowakaranno:,ikundaro:st 166 ikanwa,

ikandaro:st 167 iktjondaro:,ikkjondaro: 16s itekitadaro:
16g itekitandaro:,ittandaro:st 17o taigaiame3aro:
171 Xtaigaithuttekuruzo 172 e:jo:na,e:jo:3a

173 dokozowaruln3anakaroka,dokozowaruinzoarja
174 Xamegadiurujo:niju:no:,Xamegathurutruwass n5 takairafi:,
takaitoju:no: 176 ottatfuwa 177 diu3isanmitajo:na,
diu3isannijo:nitoru
RIEFdi.ptRll$iEl ls6 ikujaraikan'jara ls7 daregaikujara lss nan3a.vhorewa.‑v,

nan3a ls9 darezoga lgo dokozoni lgl itsuzo lg2 eenkana:,eeokano:
193 daremojaranwant lg4 jaruki3attarajaruwa lgs kurupka
IgllptleiEEfi 2o6 moro:ta 2o7 kure,kureja,kureoka 2os jatta 2og jattaka,

kuwalitaka
asVN?IS')$Z51 241 arigato:,ma:sonnanititemorote,koregatamaruka

742076 laget!RgevpaiiEUants
ffb4)'#al .XiiSllfi 147 hajo:oki:jo: 14s hajo:okioka: 14g mado:ake:ja:

lso mado:akenka: lsl itSa:ikenzotlll,ikunaem2 ls2 itSa:ikenzo
ls3 ittewaikenzo:,itewaikenzo: ls4 ikapa:iken:o3awai
tasc.sul!gei!Yifi1 lss ikuzo:,iko:ja:,iko: ls6 oragaikun3a:

157 kire:nahana3ano:,anohanawakire:nano:st
ke･eniE･ngilViil lss iko:toomo:toru lsg ikumai 16o iko:ja:,ikoja:
161 it:arae:nonino:,itarae:no:,ikitaineath 162 ikito:tetamaran
163 ikito:nai 164 ×itekurepka,×itekureja:,itemoraitai

?ffiij･iS2!2k.fikFifiltSl 16s iku3aro: 166 ikanzo:,ikan3aro:st 167 ikun3anaika

{},,ikun3aro:{!> 16s ×it:azoja:,×itazojo:,×it:oro:{e,its:uro:
169 it:an3anaika,it:an3aro:S 17o tabuName3aro: 171 ×diut:ekuruzo:,
diuriso:nazo:st 172 e:jo:nazo:{l>,josaso:nazo:Ll>S 173 bjo:ki3anaika,
bjo:kimitainano:ss 174 ame3agenazo: 17s takaigenazo
176 ot:an3agenazo: 177 diu3isam:itainano:
fiIIIdi.!Siti;EiWfi ls6 ikukaikapka ls7 daregaikuka lss nanzo: lsg darezoga,
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darezo lgo dokozoni lgl itsuzo lg2 ije:ka, e:ka e:noka
'
lg3 daregasurja:L!>,daregajarumonkaSst lg4 jarankotogaarumonkaL>,
surat3ai{l> lgs kuruja:,kurun3a:
IagpttilXSI 2o6 moro:ta 2o7 kure:ja: 2os jat:a 2og jat:aka

6USoila$I 241 dandaN
742138 aget;4lt#‑rkth51J[INLltfiIX
ta4)'#th'IEiljlilSfi 147 hajo:okina 14s hajo:okinatl,hajo:okinke:,
hajo:okinkana 14g tSot:omado:aketeja lso hajo:akenke:
151 (sotJ:i:)oikinajo ls2 ikarentoju:noni ls3 itaraikanze
154 tkanaikaN
whsc'drt!ieiSZIifiI lss iku,ikuiku21 ls6 wafigaikue,waSigaikujagG!

157 anohanakire:3ana:

kk.tm.it$$en lss ikotoomo:toru lsg ikumai 16o ikapka 161 ikltaina:
162 ikito:tetamaraN 163 ikitonai 164 itehoSi:
ma.)llW?k.fiiPifiiliiR 16s iku3aro: 166 ikjasen3aro: 167 ikun3aro:
168 it:a3aro: 169 it:an3aro: 170 taite:ame3aro: 171 thuriso:3a
172 josaso:nast,e:mitai3a 173 bjo:ki3anakaro:ka,bjo:kimitaidass

174 ame3agenaes,ame3aso:napt 17s takaiso:da 176 ot:aso:na
177 diU3isan:ojo:3a
kifdi.!StsEiStlfl ls6 tkukaikapka ls7 daregaikuka lss nanze: lsg darekagaxt,
darezogal9Eilf lgo dokozoni lgl itsuzefa,itsujarass lg2 e:nokana

lg3 daregasurumonkatl! lg4 sepkotogaarumopkag,
jarankotogaarumonkagL!> lgs kurunke:,kuruoka:g
leepteiliJfiI 2o6 morota 2o7 kure 2os jat:a 2og jat:aka

MUSoiSiSl 241 dandaN
742256 esXIMgJIIasgJliJ6)!tJkes
tatit.tStgth.geiljliRSI 147 okija,okipkaje 14s okijoja 14g akeja lso akenka,

ake: lsl ikina ls2 ikuna ls3 itra:ikan ls4 ikanja:ikan
desc.blg5eeeER lss ikaid3a ls6 oragaikund3a ls7 anohananokire:nakoto
kwt･eeiE･ntgilfl$l lss iko:omoiju: lsg ikjaeen 16o ikod3aika
161 ikitaineja 162 ikito:tetamarap,±kito:temaijoruat
163 ikito:nai 164 itemoraitai
?ffIS･tsIYS,.tXmaiSZSI 16s ikund3aro:l,ikuro: 166 ikand3aro:21I,ikanro:
167 ikunod3aro: 16s itand3aro:21!,itSuro: 16g itand3aro:
170 tabun amed3aro: 171 thurieo:na 172 joeaeo:na 173 bjo:kiraSi:
174 amenika:ran 175 takaieo:na 176 ottaeo:na 177 thu3ieannojo:na
eer/di･!StsStEII ls6 ikujaraikao jara ls7 daregaikujara lss nanija
18g darezo 190 dokozoni lgl itSuzo lg2 e:kanaee lg3 daregajarurnopka

lg4 jaraidetamaruka lgs kurunkajo
waiS!Sl 2o6 moro:ta 2o7 kure: 2os jatta 2og jattaka
toUS')iStEE 241 gonengairimafita
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742462 esanvaessuficatsur
diittll;.;!Ildit ･Xiil$IIil 147 okija 14s oki: 14g akeja lso ake: lsl ikina

152 ikaren ls3 itSaikao ls4 ikanja:ikan
whsc･sil!gEiSZSI lss ikaid3a ls6 oregaika:ja

157 anohananoma:kire:naketoneja
PLNg･enEiE.ngwh lss ikoomoiju: lsg ikjaeen 16o ikod3aika
161 ikitaineja 162 ikito:tetamarap,ikito:temaijorutal 163 ikito:nai

'

164 itemoraitai

ma･JfitaIS.･fikasiStEl 16s ikuro: 166 ikjaeenro:tr 167 ikugad3aro: 16s itaro:,

itSuro:ilf 16g itagad3aro: 17o Xtabuo amed3ao ln diurieo:na{},
diurieo:d3a 172 joeaeo:na,joeaeo:d3a 173 bjo:kimitaina,
bjo:kimita:naili 174 amed3ato,amenika:ralj 17s takainika:ralj
176 ottatSuzejo?Elil,ottatotll2 177 thu3ieammitaina,diu3ieannika:ran
eema.SiglliSIEfi ls6 ikujaraikan jara ls7 daregaikujara lss nanna,nannaratl!

189 darezo{},darezoga lgo dokozoni lgl itSuzo lg2 e:gad3aoka
193 daregajarja:,daregajarja211 lg4 jaraidetamaruka lgs kurutSuka
}waptil2St 2o6 moro:ta 2o7 kure: 2os jatta 2og jattakaja‑F,jattakajot}
asvS‑)EIVill 241 o:kini

742706 gedivamaS#5a}tiBEwr)k ;ig7zS
tfak'#th'XiigiSXIifii 147 mo:d3ikand3o:okijo:,hajookijo:st

148 dotitandekjo:waokinandaraokureru3o,okinandaraokureru3o,
hajookijo:do:fitande:g,hajookinka:ut 14g madoaketekureruke:
lsO aketekurema:?El!,aketekure: lsl ikuna:,ikunajo:,ikareNst,
ikarend3o:tll ls2 itaraikanwatli,itaraikanzo21,ikuna:
153 ×itaraakand3o:Xli,×itaraakanzo:,itaraakaN,itaraikaNfa,
×itaraikand3o:{e,×itaraikaNzo:fa ls4 ikanaikaNfaZl!1,ikannaraN
nt2,ikananaraN?El!2,×ikananarannod3a$li2

dess.axqSeSStEl lss uNsorawakattora#tai1,uNsorawakattoru?li1,
uNiwaidemowakattoruXl! 1 ,uNiwaidemowakattoruwata! 1 ,ikuwa:st 2

156 oraikun'jotr ls7 anohananokire:nakoto
il;kS'2etrkii･eStikSl lss jukotoomo:teoru lsg ikimai#?E}i,ikimaiomo:toru
16o ikankallll,ikankama:Zll2 161 ikitaina: 162 ikito:teSianai

163 ikito:nai 164 itemoraitai
lffIS.)FSge",･fikeifiilXliR 16s ikujaro 166 ikanjaro 167 ikun'jaro 16s ittajaro,
itajaroi,9EiitfZl! 16g ittanjaro{,l>,itanjaroSi{iS, 17o o:kataamejaro:{iiF,

daitaiamejaro: 171 diuriso:ja 172 e:jo:na 173 bjo:kirafi:
174 amejaso:na 17s takalso:ja 176 itaraSi:211 177 diu3isannojona
eema.!fideilVfi ls6 ikun'jaraikannojara,ikunkaikannokalli ls7 darja:ikunka
X}l,dareikunka lss nanna lsg darezo lgo dokozoni lgl itsujara

192 e:nkaina lg3 darenasuruka,darenasurja:tr1,darja:surunna,
darenasurud3e212 lg4 jarankotoaruka lgs kuruteka
WiltEfi 2o6 moro:ta,morota2 2o7 kure 2os jatta 2og jattaka
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toUS')ljSilfi 241 o:kenijotl1,o:keniarSoato:tll2

742771 esanMi;GkasM#wraec
tfb4t.igntFLtk.XiljlilgSl 147 hajo:oki: 14s hajo:okinka 14g mado:ake:

150 mado:akenka 151 ikareN ls2 ikareNzo: ls3 itaraikaN
154 ikaJia:ikaN
dede.suq%tEE 155 ikai3a ls6 oragaika: ls7 anohananokireinakoto

kz.ebge.eg$tsl lss iko:toomoijoru,iko:toomo:tforu lsg ikumai
160 iko:jo 161 ikitaina: 162 ikito:tetamaraN 163 ikito:nai
164 itemorattai
?EkS.)leefi",･llikmailiifi 16s ikujaro 166 ikaNjaro: 167 ikunojaro: 16s itajaro:

169 ittaNjaro: 170 o:kataamejaro: ln diuriso:na 172 josaso:na
173 bjo:kimitajo:na 174 ameraSi: 17s takaiso:na 176 ottaso:na
177 thu3isammitainaZli1,￠u3isannika:raNtli2

eeRdi.Mma ls6 ikukaikanka ls7 daregaikuka lss nannara lsg darekaga
190 dokozoni lgl itSuka lg2 e:nokaina: lg3 daregajarumonka
194 jaraideka lgs kurui:joruka
Iwtpteilglfl 2o6 mo:ta 2o7 kure 2os jatta 2og jattaka

6vs‑)iSzst 241 o:kini
743134 esanMesmaaseetnEU'IZ!lfiJII±5IljiFM

in4t'XLLlt'eeii3$iSl 147 noborutSaNhajookijojo2IE 14s hajookijojo,

hajookinkaja,hajookinnokaja 14g aketekurenkajo lso hajoakenkaja
lsl ikarenzone,ikarenzotli ls2 ikareNZI! ls3 itSa:ikenzone,ikareNzo
154 ikanja:ikeN
tasu'itwa 155 iku,ikaja 156 oragaikaja ls7 arjakire:nahanad3anea
kwt.enIS.itgiSiSl lss iko:toomo:ttoraja lsg ikurnaist 16o ikanka,
iko:waja 161 ikitaijo,ikitaina:,itarae:kotttakendo
162 ikito:tetamaraN 163 iktto:nai 164 itemoraita!
re.ewk.fikma$ZSI 16s Xikuro:toomouga 166 ikand3aro: 167 ikud3aro:,
ikugad3aro:SEikFf,ikund3aro:ili 16s itad3aro:,itsuro:st 16g itad3aro:
17e taiteiamed3aro: 171 diuriso:na 172 josaso:na y3 bjo:kizojo,
bjo:kirati:sc 174 amed3aso:na 17s takaiso:na 176 ottaso:naiS,

itaso:na 177 diu3isannojo:na
gelEfldi.NRSIijfi ls6 ikujaraikan jara ls7 daregaikujara lss nanija

lsg dareka lgo dokozoni lgl itsuka lg2 e:d3aro:ka
lg3 Xdaregajarumonogaarja:,daregajarjaja lg4 jarankotogaarukaja,
jaraldekaS lgs kurutru:kaja
IeeptttcM 2o6 moro:ta 2o7 kure:ja 2os jatta 2og jattaka,xjatturo:tll
zaUN?iS' )il25Z 241 arigato:gozaimasu
743361 esS"1!EigXaGTffVgEtrfliwr
tSb41;･:!;{tit ･scilj5iSiSl 147 okinkane 14s okinkaja 14g aketekureja
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150 aketekurepka lsl ikina ls2 ikarep ls3 itSa:ikap ls4 ikapa:ikan
whua'suggijIViEl lss ikaid3a ls6 oragaika: ls7 anohananofo:makkotoko3antoki
reinakotonejal}i
kN'tm.itSiSZiliE lss iko:omo:tSorutll1,iko:omoiju:Il12 lsg ikumai
160 iko:d3aika 161 ikitaino: 162 ikito:tetamarap,ikito:temaijorutll
163 ikito:nai 164 itemoraitai
ikS･tfkf3E.tikmatcM 16s ikud3aro:{e,ikuro: 166 ikand3aro: 167 ikugad3aro:
168 itSuro: 169 itagad3aro: 17o Xtaigaiamed3aofa,taigaiamed3aro:
171 diurteo:na 172 joeaeo:na 173 bjo:klnika:ran 174 amettu:gaEil>,
amenika:raotli 17s takaieo:na 176 ottatSu:ga 177 diu3isannojo:na,
diu3isannika:raniik
eeRS･!ftft,#iSISI ls6 ikujaraikan jara ls7 daregaikujara lss nanzo
lsg darezoga lgo dokozoni lgl itSuzoja{ie,ltSuzo lg2 e:ro:ka{l}>,

e:gad3aoka lg3 daregajarja: lg4 jarankotogaarumonka
195 kurutSukaja
fiI2iptYimsl 2o6 moro:ta 2o7 kure: 2os jatta 2og jattaka‑F,jattakajotli
6VSvpiliiiijl 241 o:kini

743640 esanR2(i:kasMptEIT
tfu41;'¥th.eeiljSiSZSI 147 okija 14s okioka,oki: 14g akeja lso akepka,ake:
151 ikina ls2 ikuna ls3 itSaikan ls4 ikanja:ikalj
deas'st4geSVfi lss ikaid3a ls6 oragaikugad3aga

157 anohanawaSo:rnakkotokire:naneja
kN'tm.nse2IISI lss iko:toomo:tJu: lsg ikan 16o iko:d3anaika
161 ikitaina: 162 ikito:tetamarao 163 ikito:nai 164 itemoraitai
va'JfllX7k･lliknviiESI 16s ikuro: 166 ikanro: 167 ikugad3aro: 16s itSuro:

169 itagad3aro: 17o taiteiamed3aro: 171 diurieo:na 172 joeaeo:na
173 wari:nika:rao 174 amed3ato 17s takaito 176 ottaeo:na
177 thU3ieannojo:na
jaEFdi.!SZESS2M ls6 tkujaraikan jara ls7 daregaikuka lss nannara21!1,
nanzoneZll2 lsg darezo lgo dokozoni lgl itSuzo lg2 e:d3aroka,
e:ro:ka lg3 daregajarja: lg4 jaraljkotogaarumooka lgs kurutSukae
EEIptlleiSeSl 2o6 moro:ta 2o7 kure' 2os jatta 2og jattaka

thUS")iSlffl 241 tamarukakonnamono:o:kini
744o72 llee/IRfl{*nltilijiimateEF

tfl7tit.uf!t ･gema 147 okinahaijo,okisaijo 14s korjaokinka
14g madooaketejaNsaijalll,madooaketekurejant lso aketekureja
lsl (sottSie)itaraikandze,ikinahanna ls2 sottSieitaraikendzoZli
153 itaraikeN,ikareNst ls4 ikanaikeN
desc.axggllireiE lss ikai ls6 oranaikunojo ls7 gainikire:nahana3ana:,

gatnikire:nahana3ane:
kk'en9E'ntgiSiJifi lss iko:toomo:teraitl! lsg ikandzojo,ikukotoarukai
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160 iko:ja: 161 ikitaina:,itemitaina: 162 ikito:tgtamaraN
163 ikito:nai 164 itemoraitai
ma')tsk!?S,.tikmaili51 16s iku3aro: 166 ikand3aro: 167 ikuno3aro:,ikun3aro:

168 ita3aro: 169 itano3aro: 170 taite:ame3aro: 171 thuriso:3a
172 josaso:3a 173 bjo:kiraSi: 174 ame3aso:3a 17s takaiso:3a
176 Ottaso:3a 177 thu3isannojo:3a
jea!PM.iSZRSIISI ls6 ikukaikapka ls7 darenaikunoka lss nanzo lsg darezopa
190 dokozoni 191 itsujara lg2 e:nokana lg3 dareoasurumooka
lg4 jaraokotoarukai lgs kuruso:nana:21i
Iee'!ti;iSiffl 2o6 morota 2o7 kureja 2os jatta 2og jattaka

asVS')iltEII 241 dandaNi!i,aripato:gezaSitaill
744102 leeet/4gtS*ll#ISHili*!r‑FeeLLirp

ta<!r･aflt{tlt.eeimel 147 okinasaijo: 14s ×hajo:okipka:‑FZI!1,

xhajo:okinasai‑E 212 14g hajo:rna"do:akete lso hajo:akenka:
lsl ikinasan:ajolt,ikunajofaZll,ikunaltll ls2 itaraiken jo:
ls3 ikareNjo:g,itaraikeNjo: ls4 ikapa:ikenkenfa,ikantoikenkeNes,

jukanaitoikeokaraLP
dede.sut!%21ill lss ikujo:,ikaias ls6 oreNikunojo:‑ltIZII,oraNikugajo:‑F2tai

ls7 anohana:kire:nanael,anohana:kire:nano:l,anohana:utukufi:na:
ltth
filkk.kbkit.ngiSa;l lss iko:omo:tsorun3aN lsg ikanzo:fa,jukanzo:#,
ikumaiitwli 16o ikaoka:Zl!,iko:ja:Z}l 161 ikitaina:,itSimitaina:
162 ikito:ttitamaranfa,ikitakutetamaran{!> 163 ikukigaseN2,

ikugaseNfa,ikutsumoriganai9,ikitonaipt 164 ittimoraitaikendofa,
itSimoro:tarae:2,itemoraitai{!>
n#Slt.twS.fiknviSgEl 16s iku3aro:Ll>,ikuno3aro:d>,ikuro:famu 166 ikandojo:

9,ikja:sendojo:9,ikanro:tw,ikando: 167 ikun3aro:l,ikuno3aro:
fa,ikuga3aro:fa 16s itan3aro:9,its:uro:Y}{e,itsuro: 16g itan3aro:,
itaga3aro:as 17o ×ame3ana:fa,×amezojo:fa,ame3aro:st{!>
171 thuriso:nazojo:g 172 i:jo:na9,e:jo:natw,×i:zojo:,×e:zojo:
173 wari:n3anairo:kagainikaoirogawari:zojogainikaoirogawari:ngazo

jo:,bjo:kimitajo:nast,wari:mitajo:na 174 amenojo:na,ameto:twiS,
ame3agena2ilf,ame3aso:na‑lt 17s takaigena,takaito:{i5 176 itagenase,
itato:me,itanto:me 177 thu3isan:initSorunaei!i,
￠u3tsan:ikawaran:o:
' ikujara lss nando:faT,
Eifdi.NffSSiSl ls6 ikujaraikan jara ls7 daren
'
nanika:‑F21!,nanija:fa‑F,xnandesuka:f!>Llt lsg darezoga,×darezowa
lgo dokozoni lgl itsuzo,itsujara lg2 i:n3aroka:S,e:n3aroka:l,
i:ga3aroka:d> lg3 dareNjarumooka:,XdaretJ:asurumona:naidojo:
lg4 jarankotogaarukae#21!,sorja:jarujarutl! lgs kurunka:,kurue:st,

kuruNe:st
I!l2eptltilZlfi 2o6 moro:ta,xmoro:tfino: 2o7 kurenka,kureja:,xnomaseja:
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208 jat:a 209 jat:aka:,jat:apka jat:anoka:
'

35VilS')ileEfi 241 dandaN,dandanjo:tll, korja:mo:arigato:

arigato:jootsukaresaN

'

744245 fi‑anResmaasgiJl[wrkgrp
de<t･atrk･geISilgEII 147 okija 14s okinkajo 14g aketeja lso ake:
151 ikinaja ls2 ikuna,ikaren ls3 itSaikalj ls4 ika"a:ikan

whsc'dr4%tSl ls5 ikaid3aja ls6 oragaika:ja ls7 anohananokire:nakoto
Pti)g･tm･ngil21ifil lss iko:omoiju: lsg ikumai 16o iko:jo 161 ikitaineja
162 ikito:tetamaran,ikito:tenoeeljtll 163 ikito:nai 164 iternoraitai
IPEES･ew.e,,.fikFSfiil2ifi 16s ikuro: 166 ikanro: 167 ikugad3aro: 16s itSuro:

169 itagad3aro: 17o o:kataamed3aro: ln diurieo:na 172 e:nika:ran
173 wari:rari:,wari:nika:ran 174 amed3aju:ga,amenika:rap
175 takaitSuga,takainika:ran 176 ottatSuga 177 thu3ieammitaina,

￠u3ieannika:rao

kifdi･!meikiiijl ls6 ikujaraikan jara ls7 daregaikujara lss nanzejo

189 darezoga lgo dokozoni lgl itSuzo lg2 e:kaJirante
193 daregajarjaja lg4 jarankotogaaruka,jaraid3aas lgs kurutSuka
wapt$glfl 2o6 moro:ta 2o7 kure:ja,kureja 2os jatta 2og jattakaja,jattakajo

tr
6VS' )ilVifi 241 gonepgairimaiite,gofin3o:nitamarimaeumopkaili
744626 KanMgZj‑iiiliSSIptFirtfE
fi4tr.tiltXh･iSilEill5i 147 hajo:okinkajo 14s hajo:okipka 14g aketekureja

150 akenka lsl ikarenzone ls2 ikarepzo: ls3 itfaikan ls4 ikapa:ikan
whde･bllgeiESI lss ikaid3a#st ls6 oranaika:ja

157 anohanawahommanikireinano:
kig.eniS･ng2StliEl lss iko:omo:tSoru{e,iko:omoijoruLl> lsg ikjaeenzofa,
ikumai{l> 16o ikanka 161 ikitaina: 162 ikito:tetamaran,
ikito:temaijorust 163 ikito:nai 164 itemora!tai
lffIEI.tee?S.fikPiasZSI 16s ikuro:,ikud3aro: 166 ikand3aro:,ikanro:
167 ikunad3aro: 16s itajaro:,itSuro:iili 16g itanajaro:fa,ttapad3aro:
170 taite:amed3aro: 171 diurunika:ranfa,thuriso:na 172 einika:ranl>,

joeaeo:na 173 bjo:kinika:ralj 174 amenika:rao ys takainika:ran,
takaieo:na 176 ottanika:ran,ottaeo:na 177 thu3ieannika:rao
ewdi.5i/FEmiE]fi ls6 ikukaikaoka ls7 darenaikujara lss nannara lsg darezooa
190 dokozoni lgl itSuzo lg2 eikana: lg3 darenajarja: lg4 jaraid3a

195 kurutSuka
Eeaptltmoil 2o6 moro:ta 2o7 kure: 2os jatta 2og jattaka
Mv}ls‑)iSVill 241 o:kini

745019

fak･Xth

amflma#tsEfi±tHst)kg
'eema 147 okinkane 14s okiljka 14g m5do:akejoja
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15o mado:akeoka lsl ikarenne ls2 ikarep ls3 itSaikeo ls4 ikapa:iken
deda･skgSeiSZSI lss ikunokand3a:nai ls6 oragaikuzo

157 anohananokireinakoto
kg･eni}.ntSiM lss iko:toomo:tSoru lsg ikumai 16o iko:jo
161 ikitaineja 162 ikito:tetamaran 163 ikito:nai 164 itemoraitai
iPfEig･JKRf9",･fikma212Sl 16s ikuro: 166 ikand3aro: 167 ikugad3aro: 16s itSuro:

169 itagad3aro: 170 o:kataamed3aro: 171 diurieo:na 172 jokarieo:na
173 bjo:kinika:ran 174 amed3aeo:na 17s takaieo:na 176 ottaeo:na
177 diu3ieannika:raofi5,thu3ieannojo:na
eema･iSZEdeiSZSI ls6 ikujaraikan jara ls7 daregaikuka lss nanzo lsg darezo
190 dokozoni lgl itSujara lg2 e:roka lg3 daregajarumonka
194 jarankotogaarumopka lgs kurutSuka
]eeptttcM 206 moro:ta 2o7 kurija{eF,kureja 2os jatta 2og jattaka
6US' }?IViE 241 o:kini

746022 wark4i*UasasEwr)kijtSPtbk)k7ma
intit.;gbl .ma 147 hajo:okija:tal,hajo:okipka:21i
148 hajo:okintoikeoga: 14g oisokonomado:aketekure:,
daresoretSaNsokonomado:aketekure:
lso daresoresaNsokonomado:hajo:ake:tr lsl itfa:ikenzo
ls2 itaraikenzo: ls3 itaraikeN,itJ:a:ikenzo:tl!,ikutoikeNSI!>
154 ikapa:ikengana:Ji
wtde.axqgeiS2Sl lss ika:ja ls6 oragaika:ja ls7 a:kire:nane:,kire:jane:st,

kire:jana:Jidi,kire:3ana:"it,anohanawakire:jana:Ji
kVki.tm.nYiSZ51 lss iko:toomo:n3aga,tko:omo:tSorun3agana:ti
lsg ikanzo:l,ikumai{!>#. 16o ikaljkafa,iko:L!> 161 it:arae:na:,
ikitaina: 162 ikito:teiken:a: 163 ikito:nai 164 it:emoraen3aroka,
itemoraen3aroka,itemoraitain3akendoiif.
ilftS'teef/E.fikeeiSSI 16s ×tkukamowakaraogana:Si,ikujaro:es,iku3aro:sc
166 ikan3aro:na:Ji'F,ikan jaro:na:ri‑lt 167 ikun3aro:na:SiT,

ikunjaro:na:tiL 16s itran3aro:na:fiF,it:an'jaro:na:SiL
16g it:an3aro:‑F,it:anjaro:‑lt 17o tabuNamejaro:‑lt,tabuName3aro:‑F
171 ×thuru3aroka:g,thur!so:nast,thuriso:3ana:Si,diuriso:jana:Si
172 jokariso:nafa,jokariso:3a,jokariso:ja 173 bjo:kinojo:3ana:,

bjo:kinojo:jana: 174 amedaiwa:naJifa,ame3aiwa:naSifa,
amejaiwa:naJilie,ame3aso:naLl> 17s takaiso:nafa,takaiiwa:naSi{l>
176 itatoiwa:naJil,itaso:na{l> 177 eu3isam:itaina9,￠u3isarn:itai3a
#.,diu3isam:itaija#.
ft:ERdi.NiEiikSl ls6 ikunokaikan:oka ls7 daregaikunokal,dareNikupkast{l>,
dareNtkunokast{l> lss nanzo: lsg darekaga,darezogaS lgo dokozoni
lgl itsuzojafaTEII,itsuzokaiLl>l5f,itsukaiLl>jkli21! lg2 e:kaSiraNll>,e:kaf:aN

2S,e:pkanast#. Ig3 daregajaruka: lg4 jara:jag,
jarankotowaarukajajara:jast,jaraljkotogaarukaja#.,
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jarankotogaarumonoka.±.lt lgs kurunka:, kurunoka:
ptt(:ptsztcM 206 morat:o 2o7 kureoka: 2os jat:o 209 jat:aka

zaVS')iSgSl 241 o:keni,dandaN,do:moo:keni

746039 esSM."kgesti±reT

ffititilr･ajilt:lik･X2ljSEM 147 okinaeai 14s okinka 14g m5do:akenaeai

15o mado:hajo:akenka lsl ikunajo ls2 ikareozo ls3 itaraikan
154 ikantoikan

tsas'stma 155 ikaid3a ls6 oragaikuzejo,orayaikuzejo
157 anohananokire:nakoto
kig･EbftiS･etE:HiEl$l lss iko:toomo:tSoru lsg ikan 16o iko: 161 ikitaina:
162 ikito:tetamaran{ii,,ikito:ternaijorulll 163 ikito:nai

164 itemoraitai
iPEg･JEge",･tGkcaasl 16s ikud3aro{e,ikuro: 166 ikand3aro:{F,ikap jaro:
167 ikugad3aro: 16s itaro: 16g itagad3aro: 17o tabup amed3aro:
171 thurieo:nal,thurieo:d3a 172 e:nika:raplll,joeaeo:na?IE
173 bjo:kinika:ran 174 amed3aeo:na 17s takaieo:na 176 ottaeo:na
177 diu3ieannojo:natai,diu3ieannika:ranull
firldi･MftEiESI ls6 ikujaraikan jara ls7 daregaikujara lss nanzo lsg dareka
190 dokokani lgl itSuka lg2 e:d3aroka lg3 daregajarumonka

194 jarankotogaarumooka lgs kurutSukast
Rptl:eiSISI 2o6 moro:ta 2o7 kurejall!1,kuretaja2112 2os jatta 2og jattaka
SUS' )ikilll 241 o:kini
746098 esanvamaasJJkCrsEl]‑gLNfi

6tr4t.intEt .Xma 147 okinkaja 14s okipka 14g mado:aketgikurija
lso mado:ranran akenkaZll lsl jukuna ls2 ikaren ls3 itSa:ikan
154 ikapa:ikan
twde.blma 15s ikunokand3a:nai ls6 oraoika:ja
157 anohananokire:nakotoneja
ke･tm.nSilgSl lss iko:omoijoru lsg ikao 16o iko:jo 161 ikitatne:
162 ikito:tgitamarao,ikito:tgimaijoru$l! 163 ikito:nai
164 itgimoraitai
}fftij'I5k!7S,･fiknviftJfi 16s ikud3aro:,ikunro:{i}> 166 ikand3aro:9,ikaljro:

167 ikugad3aro: 16s itad3aro:{},,itaro: 16g itagad3aro:
170 taiteamed3aro: nl diurieo:na 172 jokarieo:na 173 warieo:na
174 amed3aeo:na 175 takaieo:na u6 ottatSu:ga 177 diu3ieannojo:d3a,
diu3teannika:ralj21!
Effes･NiiEi!ZM ls6 ikujaraikao jara ls7 darelj ikujara lss nanzo
189 darezoo 190 dokozoi lgl itSuzo lg2 e:nokana: lg3 daren jarja:
194 jarapkoton arumoljka lgs kurutSuka
EIRptlltilVfi 2o6 moro:ta 2o7 kurija 2os jatta 2og jattaka

asVS' )ptl 241 o:kini
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746200 esan‑maasJk]f7ElrHewtw
de4t'Xth.IIiS$ISI 147 okinkajo 14s okinka,okire211 14g aketekurija
150 hajo:akere lsl ikunajo ls2 ikaren ls3 itSa:ikanzo ls4 ikapa:ikap
desc.su49eiSiEl lss ikunokand3a:nai ls6 oragaikuzo
157 anohananokire:nakotoju:tara
kg.EbRIE.ngilllifiI lss iko:omoijoru lsg ikumai 16o iko:jo 161 ikitaineja
162 ikito:tetamaran,ikito:temaijorume 163 ikitonai
164 itemoraitai
ilftga.iSftg7S.fikmaiSilfil 16s ikud3aro:,×ikuro:Xli 166 ikand3aro:,ikanro:tll

167 ik"gad3aro: 16s itad3aro:,Xitaro:Zll 16g itagad3aro:
170 o:kataamed3aro: 171 diurieo:na,diurunika:rantll 172 jokarieo:na,
e:nika:ran 173 bjo:kinika:ran 174 amed3aeo:na 17s takaieo:na,
takainika:rao,takaitSu:ga21 176 ottaeo:na,ottatSur･ga
177 thU3ieannojo:na,thu3ieannika:rap
raIFdi.NiiS2Sl ls6 ikujaraikalj jara ls7 daren ikujara lss naljzo
189 darekao lgo dokkai lgl itSujara lg2 e:kaneja lg3 darepjarumonka
194 jarapkoton aruka lgs kurutSuka
}ptt!4eiStEEI 2o6 morota 2o7 kurija,xkureta21! 2os jatta 2og jattakajo

6VN8')ilESI 241 o:kini

747138 msraM±detsJeCMma

de4).iigt{tk.iesiilil21fi 147 okinkane 14s okinka 14g mado:akereja

150 mado:akere lsl ikunaja ls2 ikaren ls3 itfaikap ls4 ikapa:ikaN
whsc.it4geasl lss ikunokand3a:nai ls6 oragaika:ja
157 anohananokire:nakotoneja
iete.kbkiE.nSilfSl lss iko:omoijoru lsg ikumai 16o iko:jo: 161 ikitaineja
162 ikito:tetamarap 163 ikito:nai 164 itemoraitai
"wa'ew.ta,.tikeailtEII 16s ikud3aro: 166 ikand3aro: 167 ikugad3aro:

16s itad3aro:9,itSuro: 16g itagad3aro: 17o o:kataamed3aro:
171 diurieo:na 172 joeaeo:na 173 bjo:kinika:ran 174 amed3aeo:na
175 takaieo:na 176 ottaeo:na 177 diu3ieannojo:na9,diu3ieannika:ran
nenv.NEEiSi51 ls6 lkujaraikan jara ls7 daren ikuka lss nannara
189 darezoga lgo dokozoni lgl itSuzo lg2 e:nokana lg3 daren jarja:
194 jarapkotogaarumooka lgs kurutSukaff
E!iiS!liiSl/ 2o6moro:ta2o7kurija2osjatta2ogjattakaja
asUS･ )iSZiEfil 241 o:kini

750046 *maLLIvaermaMIHTiSNtPa[iliN
de4}.;!:{Lltt 'iEiiSNSI 147 hajookisaNsejo,okijotijoiiMfE 14s hajookioka,

hajookijojoZll 14g madoakesaNsejofa,madoakejorijost
lsO madohajoakenka lsl ikunajo ls2 ikunama ls3 ittaraakaN
154 ikananaraN
desu'blq%2M 155 ikujo ls6 oreoaikuNja ls7 anohanautsukuti:na:tl!
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keq.2EbEii･n$XM lss ikotoomoteru lsg ikaNjo{,>?Eli,ikantokof?;} 16o ikojo
161 ikitaina: 162 ikito:teSo:nai 163 ikitanai 164 ittemoraitai‑lt,
ittehofi:1?!,
IPIES･ew.eb,･fikosXM 16s ikujaro 166 ikaNjaro 167 ikunojaro 16s ittajaro
169 ittaNjaro 170 tabuNamejaro 171 thriso:ja 172 jesaso:ja

173 bjo:kirafi: 174 amejaso:ja 17s takaiso:ja 176 itaso:ja
177 diuzisammitaija

zeIEIIS･!ftgEiSZSI ls6 ikukaikannoka ls7 darenaikuka lss nanija‑lt,naNjatal,

nanna‑F lsg dareka lgo dokokani‑lt,dokkaniF lgl itsuka,itsujattaka
‑F 192 e:okana lg3 darepajarumonka lg4 jarapkotoarumooka

195 kuruNjate
tlEpt;tijStEl 2o6 morota 2o7 kure 2os jatta 2og jattaka

MVNS'>ilXIfi 241 o:kini{e,arinato:#.$}1
750169 *Iies;tLLIMHesasgpmkitSI!ijeElfil<ee

di74t'¥al ･XifiXlfl 147 hajo:okiorajolll 14s hajo:okinnoka
14g madooaketeokurejo lso hajo:madoake:jo lsl ikaNsunajo
152 ikunajo ls3 itaraakando ls4 ikannaraN
deue'bl4%g$l lss ikujo ls6 7vhoiij7a‑‑,7vhoiea‑‑,wafinaikund3atll

157 anohananoutsukufi:koto
kki･enli･ng21ilfi lss ikotoomotoru lsg ikantoko 16o ikorajo
161 ikitaina: 162 ikito:tekanawaN 163 ikito:nai 164 itehoSi:
ma･)IifiIS,･fikmareSl 16s iko:‑F,ikujaro‑lt 166 ikaNjaro 167 ikuNjaro:
168 ittajaroE!;,,ittsuroilfLl> 16g ittaNjaro: 17o osorakuamejaro:‑lt,

osorakuamejaroF 171 diuriso:ja 172 josaso:ja 173 bjo:kiraSi:
174 amejato: 175 takaiNjato: 176 ottento: 177 diud3isammitaija
jesiFdi.NiiSkSl ls6 ikukaikapka ls7 darepaikuka lss nani= lsg daika
190 dokosoni lgl itsuka lg2 e:n jaroka lg3 darenajarumonka
194 jarankotooaarumonka lgs kuruttSu:nkai
teepteiSIJfi 2o6 moro:ta 2o7 kure 2os jatta 2og jattaka

it6Ug')ilZSI 241 o:kini{e,arinato:#.
750332 A.EiLqiSIIEFInS+taJIIJNIIff[IIZ

6iriib･tw･Xsw 147 hajookijo,hajookirejoss 14s hajookinka,hajookijo
149 madoaketekureljka lso madoakeoka:,madoakejo$
151 (sottJi:)itaraakande: ls2 sottJiikuna,sottSiitaraakaN
ls3 ikunajo,it:araakande ls4 ikan:araN
wtde･axtgEiSti51 lss ikuwajoi;!;1tsl,ikujo: ls6 orenaikund3a
"Ji!:

157 anohanawakire:nanora
llZ'tm'it¥iilZIII lss iko:toomoton:oja lsg ikaN,iko:toomowaN
160 ikorajo{},,iko:jofti}ikfi 161 ikitainora 162 ikitotekanawaN
163 ikitonaeze 164 itemoraitainora,itehoji:noraklSili

?IkEl.)BIFk･likmailZ51 16s ikud3aro:,×ikud3aro:no 166 ikja'senze,
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ikja:send3aro:,ikand3aro: 167 ikund3aro: 16s itekitad3aro:
169 tt:and3aro: 17o o:kataamed3aro: 171 diuriso:d3a,×diuriso:d3anora,
diuriso:na,×￠uriso:nanora 172 josasod3a 173 dokusowaruirari:Xli,
dokusobjo:kirati:ta! 174 amerafi:Zli,×amerati:norata1 17s takairafi:Xli
176 ot:araSi: 177 diu3isam:itainaXll
Eifdi･NiiEiSiSl ls6 ik:aikaoka ls7 dareikujara lss nan:ejo lsg darenaeto

lgo dokusopi lgl Xdok:ade,itsud3at:aka lg2 i:nd3arokai
193 dareSo:Jii lg4 jarankotoarumopka lgs kurunkajo,

kurund3a:tekanaan:ora
E21ptltiltEII 2o6 morota 2o7 kurenka 2os jat:a 2og jat:aka

6US')iElfi 241 o:kipi?l,arigato:bl
750391 $[tw(dewtM?$)gllnS2ts21;E[ros
E}i4t.tit{Llt･iliiiEilllfi 147 hajo:okinasai 14s hajo:okipka 14g hajo:akete

150 hajolmadoakenka lsl ikunajo ls2 ikuna ls3 itaraakaNzo
154 ikananaraN
deas'suigEiSISI lss ikujo ls6 d3ibunnaikuNjatll ls7 anohanawae:hanajalll,

anohanawaminarepkawattahanajade:tal,anohanawataihepkire:nahanaja

tr
kl.2EbR9E.ngiffSl lss ikotoomoteru lsg ikumai 16o ikora 161 ikitaina:
162 ikitotetamaraN#.,ikitoteSo:nail,ikitotekanawaN{l> 163 ikito:nai
fa,ikitanaiGL> 164 ittemoraitaiipe.,ittehofi:9
}lkEg.itwse･fikeailiSl 16s ikudaro: 166 ikandaro: 167 ikunodaro:

168 ittadaro: 16g ittanedaro: 17o tabuNamedaro:9,osorakuamedaro:Ll>
171 diuriso:da 172 josaso:da 173 bjo:kiraSi: 174 amedaso:da
17s takaiso:da n6 itaso:dafa,attaso:dalik 177 diud3isannojo:dal#.,

diud3isammttaidaS
kifdi.iSZEE6afi ls6 ikukaikanka ls7 dareoaikuka lss nanna lsg daiso
190 dokosoni lgl itsuka lg2 e:pkana lg3 darenajarumonka

194 jarankotonaarumonka lgs kuruNjateno
IIEptlltijStlfi 2o6 morota 2o7 kure 2os jatta 2og jattaka

zaUS' }SliM 241 arinato:‑lt,o:kinijo‑lrtll

750408 uekmaiE*ger

tftr<t･Znttt ･rw 147 hajookijanka 14s okinka,okiokajo 14g madoakete
150 hajoakejanka lsl ittaraakaN ls2 ittaeaakaN,ikuinatoju::nopi
153 ittaraikaN 154 ikannataN

'
deas.sulgliStlfi lss ikwwa ls6 orenaikur ls7 anohanakire:jana:
ka.ebdig･eS7SXEit lss ikotomotorur lsg ikomai 16o ikoka 161 ikitaina:
162 ikitakveteSijo:nanai,ikito:teSijo:nanaist 163 ikitaktunai,
ikitanaitw,ikitonaist 164 ittemotaitai
nc･jreij9k.tlXrma 16s iku:jato:,×ikiujaro:na: 166 ikaNjaro:na:
167 iku:Njaro:na: 168 ittajaro: 16g ittaNjaro:
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170 matfioaino:amejato: 171 ×￠urttekurcuajaro:,dituciso:jast

172 Xjoina: 173 bjo:kijanainokana: 174 amejaso:ja 17s takaijo:ja,
takaiso:ja 176 ottaso:ja 177 diwd3isannojo:na
eeFdi'5Z/likiEiifil ls6 ikurkaikapka ls7 dacenaikuaka lss nando lsg darekalja{5,

daredzopast lgo dokkapi lgl itsthka lg2 joinokana,joikana
193 darenajaruimonka lg4 jaraokotonaaruamonka lgs kuaruENjatte
EEptikilVfi 2o6 moro:ta 2o7 kurre 2os jatta 2og jattaka
itz}v?ls‑ )XM 241 o:ki rii

750472 Ef#)EftbesfiSdiwr
ffitr4b'nt!t ･ISii3SSZM 147 hajookinkaijo 14s okipkajo 14g aketekurrejo,

aketattejo,aketekuareokai lso aketattekuarenkai,akerejo
lsl ittaraakande,ikuinajo ls2 ittaraakaNijaruinorii ls3 ittaakaN

154 tkannannod3akeNdo,ikannansakapi
dess'skma 155 ikurwakal ls6 waSimoiku:nd3akedo
157 anohanauatsthkuaSi:no:

kl.stftiE･ngiSall lss ike:omoijattand3ake‑do lsg ikaN,ikannod3a,
iktumaiomota 16o ikoraino 161 ikitaino:
162 ikitotedomonannod3akedo 163 ikitanai 164 itemoraitai
IEES･tw.e,･fiknviSZSI 16s ×ikvad3aroomo:,ikwnd3anaikaino:

166 ikannod3anaikai,ikand3aro: 167 ikurnd3anaikaino
168 itand3anaikai 16g itand3aato: 17o amed3anaikaino:

171 ×diU:ttekiso:d3ano: 172 e:joJliarulno: 173 bjo:kimitai
174 amed3aso:na 175 takaijua:tano 176 attajuattano:,attand3ajua:tano:

177 dirud3isammitaina
eema･iSZESXEl ls6 ikuijaraikaNjara ls7 dareikTujara lss nanna lsg dasoa
190 dokosopi 191 hajoJiimo lg2 e:nkaino: lg3 daceajarutmonka
194 kittojattemiserur lgs kruruand3ai:jarurkai
wapt21iiil 2o6 morota 2o7 kuare 2os jatta 2og jattaka
toUS‑ )iSViSl 241 o:kiJiijo

751205 *[wtutRnj!¥lgsuStpiZ;Elawrewrp
ifai;!r･tcilt.Xilj$2Iit 147 mo:okioka{},mo:okinasai#.,mo:okinaikall

148 hajakuokioka 14g kaSlkoikaramadooaketekureoka
lso hajo:akenkananiSiteruka lsl tsyei7htzf"tll,ikunajo
ls2 ikunatoju･:taraikunama,y,yiF=t,yNs7h;i+a.‑7 :Zll ls3 ittaraakaNzo
154 jukannaNill7
tasc'blt!fiiSZSI lss jukui;I;/?Eli ls6 watinajukunda,uranajukujo‑F

157 anohananoutsukuSl:kotoL
kg.eni}･RiEJe2S2Sl lss ikotoomotoru lsg ikantoko!i5,ikumai{!>#.$
160 ikorai 161 ikitaina: 162 ikito:tetamaraN 163 ikito:nailt,
ikitonat‑F 164 itemeraitai‑lt,itehoJi:‑F{liS,
IPEEig･)iacf/",･fikmaikiEfil 16s ikujaro 166 ikaNjaro:‑lt,ikaNjaro‑F 167 ikuNjaro:lt,

‑ 580

ikuNjaro下168 itajaro下，itajar。：上16g itaNjaro下，itaNjaro：上
1700sorakuamejaro下，。sorakuamejaro：上171φuriso：ja 172 josaso：ja上，
e：」。：ja下173

bjo：kira∫i：174

amejaso：ja上，amejat。：古175

takais。：ja

上，takaiNjato：古少176。ttaso：ja上，ottento：古少177φuzisammitaija

疑問・反語表現186ikukaik明ka
190d。k。soni

191

187

daiikuka注188

itsujattaka

192

e：唾ana

daijarum。n。ka上，dareOajarum・n。ka共194

nanna
193

18g

daika

daijarum閃ka下，

jaraOk・t・arum・Oka，

jara唾otoOaarumonoka上195 kuruNjate，kumNjato：古
授受表現206morota 207 kure 208 jatta 209 jattaka
あいさつ表現2410：ki漉i

751369

和歌山県新宮市新宮

命令・禁止・義務表現147オキナハレヨー148下川ーオキナアカンノニ149マドオアケナハレヨー
150ハヨーアケヨユーテルノニ

153イッタラアカンヨ

151イッタラアカンヨ

152イッタラアカンユーテルノニ，イッタラアカソ注

154イカンナランノや

強調・詠嘆表現155イクヨ156オレがイクヨ157アノハナワキレイヤノー
意思・勧誘・希望表現158イコーオモートル15gイヵンワ160イコレ161イキタイネー
162イキタテタマラン

163イキタナイ

164イッテモライタイ

推量・様態・伝聞表現165イクヤロー166イヵンヤロー167イクンヤロー168イッタヤロー
169イッタンや綱引170アメヤロー171×フッテクルカワカラン，×フッテクルヤロ注172エェヨーナ

173ビョーキミタイナ174アメヤソーヤ175自陣イソーヤ176イタソーヤ，アツタソーや古
177フジサンノヨーや
騨1・反言吾1表琵見 186イ2カイカンカ
191イツカ

192エェカイネー

187タ9レカ

193タ

レカ

イ2カ

ヤルモンカ

188ナンナ

189タ9レ早早9

194ヤランコトアルモンカ

190

ト9コ単軸

195クルンヤテ

搬表現206モロータ 207クレ 208ヤツタ 209ヤツタカ
あいさつ表現241アリがトーゴがイマス上，オオキニ下積

752116

和歌山県西牟婁郡白浜町富田字新田

命令・禁止・義務表現147。kij。∫ijo 148 hajakuoki壇a 14g mad。akejo∫ij。注
150hajakuakeJo上，hajo：akejo下151イツタラアカンヨ注，ikijosunna考
152ikunajo，イッタラアカンド注，イカレンド注153

itaraakando下，ittaraakando

上154ika龍akerjanarannoja，ikannarannoja誘多
強調・詠嘆表現155ikuj。注156 wa∫iOaiku多，wa∫角aikunda注
157anohanautsuku∫i：no：注
意思・勧誘・希望表現158ik。：t。om。t iru 159 ikant。k。注160 ik。raj。
161ikitaina：162 ikit。：tekanawaN多，ikit。：tetamaraN新163 ikit。：nai
164

itteho∫i：

推量・様態・伝聞表現165ikujar・：166
16g

ittaNjaro：

170

ikaNjar。：167

tabuNamejaro：

173bj。：kira∫i：新，bj・：kimitai古174

175takais。：na古，takais。：ja新176

古177φuzisammitaija
疑問・反語表現186ikukaikaOka

187

ikuNjar・：168

171φuriso：ja

172

ittajar。：

josaso：ja

amejas・：na古，amejas。：ja新

itas・：ja新，itas。：na注，attamitaija

dar閃aikuka

一581一

188

nani

18g

dareka

190dokokani
194

191

itsuka

192

ja「a13kotoXjaarumoOka

e：Okana

195

193

daejarumoXlka

ku「uNjatte

搬獺 206 mo：ta 207 ku「e 208 jatta 209 jatt昌ka
あいさつ表現241。：kiN下多，・：kinij・：注，ariηat・：共上

752294

和歌山県西牟婁和すさみ町江住

命令・禁止・義務表現147hajo。kijaN∫e

150hajomadoake鴻ka
154

151

148

ikaNsuna

152

ikuna

149

153

mad。・akejaN∫e

ittaraakaN

ikannaraN

強調・詠嘆表現155ikujo

156

wa∫aikund3a

意思・勧誘・希望表現158ikoto。m。t。ru
161ikitaijo：

162

16g

ittaNjaro

170

173

bjo：kimita1

ikant。k。160

163

ikito：nai

187

175

itsuka

172

takaiNjato：

dareηaikuka

191

192

ikoraj。
164

iteho∫i：

ikuNja「。168

171φuriso：ja

174amejato：

d・k・s。ni

anohananantoutsuku∫i：no：

ikaNjar。167

tabuNamejaro

177φud3isammitaija
疑問・反語表現186ikukaikaηka
daes。190

157

15g

ikito：tetamaraN

推量・様態・伝聞表現165ikujar。166

18g

haj。。kiOka

188

ittaja「。

e：jo：ja
1760ttento：

nan血a下注，nannai上

e：Okana多，e：魂aina注

193dareηajarumonka 194 jaraηkotoarukajo： 195 kuruNjate
授受表現206mor。ta 207 kure下，kuraN∫i上208 jatta 209 jattake

あいさつ表現2410：kini
752393

和歌山県単牟婁郡古座町西向字原町

命令・禁止・義務表現147。kinasaij。：考148・ki躰a：149
150madoake泊ka：

151

ikaNsuna

152

ikuna

154ikannarannojajo：考
強調・詠嘆表現155ikuj・：156 wa∫iikunda
an。hanautsuku∫i：ne：共注
意思・勧誘・希望表現158ik。：t。。m・teru

ik。raj。上161

157

15g

推量・様態・伝聞表現165ikujar。：166
168

ittajaro：

172e：mitaijano

16g

173

ittaNjaro：

ittewaakaNjo：

an。hanautsuku∫i：no：多注，

ikaNj。多，ikumai共160

ikitaina：多，ikitaij・：少162

ikit。tetamaraN新，ikit。te∫。mai少163

mad・。aketej。：

153

ikit。：nai

164

ika∫eNjar。：167
170

bjo：kimitai

amejato：

itteh。∫i：」。

ikuNja「。：

tabuNamejaro：

174

ik・」。注，

ikito：tekanawaN多，

171φuriso：ja

175

takaiso：ja

176attas・：ja古，itaNjat。：少，itat・ju：k。toja多177φuzisammitainan・：

疑問・反語表現186ikukaik明ka

187

dareηaikuka

190日目k。s・ni多下，d。k・kani上191

itsuka

188
lg2

nanij。189

da「eka

e：ηkaina多，e：ηkana少

193darejarumoηka 194 jaraqkotoarumoηka，jaraidejo：注195 kuruNjate
授受表現206m。：ta多，m。r。ta少207 kureOka多，kure注208 jatta下，aηeta上
209jatta・多，jattaka上

あいさつ表現2410：kinijo：多，ari功ato：上，summaseN上注

一582一

760863 wtets(=‑Se3Vr)fiHijgiESN
ditr<t';X! tltt 'giii8:iltliijl 147 mo:okirojo 14s haikuaokiro

14g sokonomado:aketekuare lso haikuaakero lsl (sottfi:)ikurnd3a:nai
'
ls2 sottSi:lkurnag ls3 ittSa:ikene:,ittta:damedaXl!
154 ikanakja:nanne:
whta･axggeasl 155 ikurjo ls6 oregaikurjo ls7 anohanakire:dana
:gkk･tm.egiSZSt lss ikurbe:toomotteirurnda lsg ikane 16o ikwbe:jo
161 iklte:na 162 ikltakwtetamanne: 163 ikitakurne:
164 ittemoraite:na
va･ew.e,･fikmaiffSt 165 ikuandene:ka 166 ikane:daro:,ikanendene:kafa
167 ikuandene:ka 16s ittandaro: 16g ittapitSigainai
170 taburn amedambe: 171 diurriso:da 172 josaso:da 173 bjo:kiraSi:
174 amettrur:na 175 takaitttur:na 176 itatttur:na 177 thuad3isammite:da
nv7S.ISiEliiSafi ls6 ikuandakaikanendaka ls7 daregaiktuka lss nanda
lsg darekaga lgo dokkapi lgl itsuaka lg2 indaro:kana
193 daregajaruamooka lg4 jarane:kotogaaruimopka lgs kurrtundattSru:ka
wat!gilVfi 206 moratta 207 jokose 2os kurreta 2og kvaretaka

asUS' )Wfi 241 arigato:

765931 MS;(as(ITkStillff)ITSJstwrww
fi<t.scilt.Xigmel 147 hajaokiro ,hajaokirojo 14s hajakurokirojo
14g i:kodakaramadooaketekenno:ka lso mado:hajaku:aketekenno:katl!
151 ikuanajo 152 soke:ikwna ls3 ittSa:dameda ls4 Xikinno:todarara,

ikinno:todara
dede.sulgEliSISI lss ikurjotll,ikowaZll ls6 agaikowa ls7 a:runohanagade:ttiso:

ke.tm.ntYtcM lss ikitakedaido: lsg ikokipiwanarinne:
160 ikinno:ka,ikogoN 161 ikitakjano:,ikitakedaido:no:
162 addemoittemitakja 163 ikitakurnakkja 164 Xittekenne:daro:ka
IIES･)liRfi",.fikmaiStlfl 16s ikruno:wa 166 ikind3anno:wa 167 xod3arijarwno:wa

168 Xod3aranno:wajo: 16g od3aranno:wa 17o amedanno:wa
171 diurriso:da 172 Xjokanno:wa 173 jand3ane:ka 174 amedatte:d3a
175 takakatte:ja 176 aratte:ja 177 diuad3isannogondarano:
eeFdi･5ZEgrefi ls6 ikwkaikinno:ka ls7 dagaikzMka lss ando: lsg dagaka
190 dokkaJit 191 itsurka lg2 jokekano: lg3 dagafo:tidaremotinnaka
194 Sinno:kotogaaroka lgs kurruate:ka
liijpt!t21t$l 2o6 mturo:rara 2o7 kero 2os ketaraZl! 2og keto:ka$li

toUNS' )iESI 241 mezuiraSimonotikkarimore:itaSite
765962 Sl!i‑SL̀<̀as(ITKcs[:iSIEIJS)1ttiH]'plT2fiK

dii!it'af;tlllL! 'iEimefil 147 okiro 14s okiro,okinaika 14g aketekero,aketo:

lso aketo:tejowapiaddeakenowa,akero:tejowaJ)iaddeakenako
151 (sottSaN)ikulnajo,(soke:)iktunajo ls2 sottSaNikulnajo:
ls3 ittfajo:damedara ls4 tkazuaJia:dara
‑ 583 ‑

desc'axg%Zifl 155 derowat}l,ikowa ls6 agaderowa,agaderodoAad3a

157 aiaiaiwnohanagadeAatSisowa
kig'tm'nSt2SZM lss dero:toomottearowa,iko:toomottearowaas
lsg ikinakotsuimoridara 16o derogaN,ikogaNtl! 161 ikiteAanowa
162 ikitakurteikitakurtetai 163 detakuanakkja,ikitakuanakkja
164 ittemu:reAatakja
?EEig･ilRf/",･fikmailZJfi 16s ikurno:wa 166 ikinakanno:wa 167 iktuno:wa

16s ikanno:wa 16g ikanno:wa 17o amedanno:wa 171 thuariso:darajo:?Elil,
thutriso:danowaZll2 172 Xjokanno:wa 173 bjo:kidakamoJirenakata1

.
174 amedatte:ja 17s takakatte:ja 176 aratte:Ja
177 diuad3isannogandara
eefldi･!SZiigptEl ls6 iko:kaikineAaka ls7 dagaikuaka lss ando: lsg dareka
190 dokopika lgl itsua lg2 i:daro:kano: lg3 dagajaroAaJi
194 dekine:kotogaaroAaJi lgs kurruate:ka
}SSptEewh 2o6 mwro"ara 2o7 kero 2os ketara 2og ketoAaka
toUS' )il2Sl 241 okagesamade
822996 eePditvagaeljE#KSNig
ffit41r･ajimut :･XS}il2Sl 147 okiranka 14s okirantoka 14g to:3ioakenka

150 to:3ioakenka lsl ikuana ls2 ikuana ls3 itatewawaikataido:tr1,
itatewaikando:Zll2 ls4 tkaJianarantaido:
dede'sut!gEikiER lss ikad3ijja ls6 oigaikad3id3a,waigaika:,oigaikudeda:do

157 anhanamemejokahanana:
kS.blRIE.ng21gSl lss iko:tomitora:,iko:toomo:tomo:sa lsg ikando:
160 iko:ja 161 iko:gotoaina: 162 iko:gottatetamaraN 163 ikogotanaka
164 itatemoro:gotal,XkuawaikataideX}l
ifEEI･Iikfle.fZkFiSilXEl 16s ikuitaro: 166 ikankamona:,ikantaro:na

167 iku:taijo:moN 168 itajo:moN 169 itataro:
170 Xtabuan amejaikamofireN 171 ×thuiikamotireN,diuiro:gotaina:
172 jokagotaina: 173 guawaigawaikataro:na: 174 amejahua:jado:
175 takkahru:jado: 176 otta:so:jai 177 diva3isanogotoaita:
eema･5ZREXSI ls6 ikuijo:ikap jo: ls7 dagaikuijo lss naNjaitoka lsg daika
190 dokkani lgl Xdokokade lg2 jokataro:kana: lg3 dagasurimolj jai
194 3o:3isusido:,jattemisuaiga,jaraljkotogaaimonna lgs kulitfzu:N,
kuaitaro:
teept]eiffijl 206 moro:ta 2o7 Xsuawasepka,kuire 2os kurreta 2og kasetatoN
MV8' )ililiR 241 agotogozaimosu:

824818 mevawwFelll*!tilP}Tl#t
tfb4)･ditl:ilt･XiiBtEE 147 okiraljkai 14s okire 14g madobaake: lso akepka

151 ikuana 152 tkuana ls3 ittewaikando,itatSua:tSaikando

154 ikana:naraN
tass.dvnggik51 lss ikuaga ls6 oigaikuado ls7 anhananomigotoka
584 ‑

kZ'kbftiE.ntgiSilfl lss iko:katoomo:torur lsg ikando,ikogotonakane
160 iko:wai 161 ikogotoattone: 162 ikogotoatte:tamarantabatte
163 iko:gotonaka 164 Xtturreteiko:wai
iPEEig'ewS.fiiPtfiiStSl 16s ×ikuitaijo:ka 166 ikanro: 167 iko:taijo:moN

168 ittajo:moN 169 ittajo:moN 17o amejaddo 171 hutro:so:niaddo
172 jokagotoaddo 173 jammeraSika,jamme3anakataijo 174 amejaddo
17s takkatfva:do 176 ottahur:jaddo 177 hur3isannogotoarua,
hur3isanninitorur
eema･ISiEEiRlfi ls6 ikuakaikanka ls7 dagaikuajo: lss naj'jattoka lsg daikaga

190 dokka lgl itfuajaijo: lg2 jokataijo:ka lg3 dagajatttua:ka
194 seokotogaarurmopka lgs kuitttu::do
}eet{/SIZJE 2o6 moro:tado 2o7 kuarei 2os kuaretado 2og kturetatoka

MVS')iSZ51 241 sogen jokamombao:kini
830029 EeE!P.ltfi‑zi(#tsME[rlgaHirmfi/rp?pt

tfl7411･ZXt Lltt ･geE$glill 147 okirapkaias,okirè 14s okire21 14g to:akenkai,

tobaakekkureias lso hajoakenkaXll,hajoakerost lsl ikunast ls2 ikuna
tr 153 ittSanarandost,itattanarandost ls4 ikambanaran,ikamba
wtsu.skigeiStSl 155 ikutojopt ls6 oigaikutojoes ls7 anhananokiresa:st
kZ.kbfti}･n$iSXijl lss ikotomotoru$ lsg ikan 16o ikoi,iggaYEilf

161 ikogotaijo:as 162 ikogotattetamaran$ 163 ikogonnaka
164 itatemoro:gotaijo:S
va.Jtsk!7S,.fikesiStSl 16s ikud3aro: 166 ikand3aro:st 167 ikutod3aro:

168 itad3aro:sc 16g itatod3aro:st 17o tabun amed3aro:st 171 diurosona
as,diurosonia? 172 jokagota? 173 bjo:kingota?gas 174 amed3atSvga
175 takkatSyga 176 ottatt"ga 177 diud3isannogota?st
eeIIS･MiSSiSl ls6 ikkaikanka ls7 daigaikka lss naikash lsg daika
190 dokekast lgl ikkafa,idd3aias lg2 jokaddokai21E,jokaddokalne:Xli
lg3 dagajarukag,y"h"Jvvhfa lg4 senkoggaarumonkast lgs kuttSlkaist
ueiSgfi 206 morota 2o7 kure,kureiss 2os jatta 2og jattakaiit
toUS')iSZSI 241 dandanst
830081 ftR7S.PMeeifirpvaE[r

di7<t.tiltSh･ma 147 hayo:okiNka 14s d3ikaNzohayo:okire
14g madooakuikai,madooakukai lso madooakero lsl (sottyaN)ikuna

152sottyaNikunazols3ikunazols4Xitatekuide '
twsu.blqSgSl 155 ikutosai ls6 oigaikuto ls7 aNhananoutsukulisa
kg.EbiiiS･n$ilVill lss ikutoomotoitosai lsg ikaN 16o ikoi,iko:i
161 iko:gataibattene: 162 iko:gotoattetamaraNttyabattena:i
163 XitattyanaNsu!ka,iko:gotanakaas 164 kitemorao:gotai
lkEit･tlW9S,.tikFma 16s ikudomoN 166 ikaNd3aro:,ikaNsai 167 ikuttyaroina
tl!,ikuttyaro:moNtr,ikuttyaro:naitll 16s itattyaromoN,
itatekitattyaromoN,itatekitattyarona:?El! 16g itattyarona:
585 ‑

170 Xamesai 171 Xfuttekuibai 172 Xyokasai,yokagotaine
173 tsurairowatyo:finowaikatobaSika,byo:kibaSika
174 ametteyu:gotainai 17s takkatyuna:i 176 itatotyube:,
ottatotyube: 177 fud3isaNninitayamaXll,fud3isaNninitoitona:i
fima'iSli"iEilZ51a ls6ikukaikaNkals7daigaikukalssnaNkalsgdaika
190 dokeka lgl itsuka lg2 yokatocikya: lg3 da?gasuika
194 SeNbatsumarane:Xl! lgs kuitotteya:
lgEpteltiltEEI 2o6 morotatosai 2o7 kurero,xnomasero 2os yattazo 2og yattatoka
E}6VN}IS')ilem 241 daNdaNne?E}i1,daNdaNnaZll2

830168 fie.7tsflSti[IIISvak7kHOfiEtw

fi7Ei)･Z!Nt .Xma 147 mo:okinkaig 14s hayo:okinka 14g tobaaketekurenka
?Ell,konomadooaketekurenka lso hayoSiteakenkatl!

151 (socciniwa)ittewanarang ls2 socciniwaittya:naran
153 ittya:naran ls4 ikanban
dess'blg%XEfi 155 iku ls6 oregayuku ls7 utsukufikane:
kig･2enkiE.ngikJil lss iko:toomotoru lsg ikan 16o ikoi 161 iko:gotoaru
162 ikogotsuSitenusan 163 ikogotanaka 164 Xitattsumaro:
#Efil.iEpt7S･fileeilgfi 16s xikkamoSiren 166 ikand3aro: 167 ikutodaro:

168 itadd3aro: 16g itadd3aro: 17o tafikaamed3aro:ta!

171 Xfuttekuruzo:g,Xfuttekuzzo: 172 yokagotoaru
173 byo:kid3anakaroka 174 amed3agena 17s takkagena 176 itagena,
ottagena{} 177 fuzisannogotaru
RiEFdi･MEkSViijl ls6 ikukaikankag ls7 darugaikuka lss naNna lsg darukaga
lgo dokeka lgl itsuka lg2 yokakana: lg3 daregasukkalll
lg4 yarankotsugaarumonka{l>,Senkotsugaarumonka lgs kuttoka
E2ptlltiEffl 2o6 moro:ta 2o7 kure 2os yatta 2og yattaka

6U?IS")wh 241 arigato:gozaimaJita

830339 fiR2DRbiE2}#waorE[rFS
Eb<t'XIE･XilSVil 147 hayo:okiranka 14s kora:hayo:okire 14g madooakero
150 hayo:akenka lsl (soccie)ittya:ikanzo: ls2 socci:ikuna
ls3 ittya:ikanzo:,ittya:naranzo ls4 ikanban
dess'bl4geliSZSI lss ikubai ls6 o?gaikubai ls7 anhanautsukufikana

kN'tm'e¥iSUiEl lss ikotomotoru,ikotomoto?,ikotoomotodde
159 ikumya: 16o ikoi,Xikoya$ 161 ikogotaNna:
162 ikogotofitetamaran,ikogotaru6 163 ikogotanaka
164 itemorao:gotaru,×itekureNna

?kig･ew.e,･fikmaSIgi1 16s ikudo: 166 ikando:,ikyanarandon 167 ikutod3aro:
168 itaro: 16g itadd3aro 17o taigya:amed3aro:ili,osorakuamed3aro:M

171 furugotaru 172 yokaro:gotaru 173 byo:kinogotaru 174 amegena
175 takkagena 176 ottagena 177 fuzisannogotaru
RIEfldi･!SZi}E*iM ls6 ikkaikanka ls7 daigaikka lss naNya lsg daika lgo dokka
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191

itsuka

192

yokaro：ka漉a，yokadd3aroka

193

daigayakka

194yarad3iokuka，yarad3iokumonka 195 kuddoka
授受表現206mgro：ta 207 kurendo：注，kure 208 kureta 209 yattaka新，
kuwasetaka古

あいさつ表現241arigato：gozansu
830370

熊本県人吉市南町

命令・禁止・義務表現147オキランハ・，オキランカイ148オキレ149アケテクレ，アケテクレンカイ参，
アケテクレンや参150アケンカ151イツチャナンヨ，イツチャナランハ
イタチャナランゾ参154イカンハ・ンデ，イカンハ

イ参152イクナ153イツチャナン，

ンモン参

強調・詠嘆表現155イクヨ156ワシがイク157ウツクシカヨ，ウツクシサ誘

意思・勧誘・希望表現158イコカテオモトル159イクミヤー160イコイ161イコゴタンナ
162イココ

ツシテヌサンバ9ッテン

163イココ

推量・様態・伝聞表現165×イキナット
168

×イキナッタッシ

171

ヤロー

×フッタ9スコ9タルナ

175タッカケ9ナハ9イ

疑i問。麟見

191イツカ

164イッテモラオコ

169イキナッタッシ9ヤ山川

172ヨカコ9タル

176オッタケ

186イッカイカンカ

タナカ

タル

一166イキナレンドー167×イキナットジャイが

ナ

177フシ

×イヨイヨアメシ

ヤイカ。

174アメチューク9タッタナー

サンノコ9タル

187タ9イカ◎イッカ

192ヨカ・リチャロカシラン

170

173ヒ9ヨーキンコ9タル

188ナンヤ

193タ9イカ◎シューキャ

189タ9イカ

190

ト

ッカ

194ヤラシ9ニャオロキヤー

195クット9力

授受獺

206モロタ

207クレ

208ヤッタ

209ヤッタ

あいさつ表現241アリがトーゴがイマス，タ

830466

ンダンナ参

宮崎県児湯郡西米良村大字内所字鶴

命令・禁止・義務表現147mσte 9eNt・ki・kiraNka注148 m・te冒9eNt・ki。kire注，
mote・geNtokiokiraNka注 14g madooakeNkai 150 taQtaiΩkiakeNkai注
151

ikutodamedo

152

ikuna

153

ikutodamedo

154

ikanjanaraN

強調・詠嘆表現155ikuwa 1560regaikuwa
aNhanawakireinamONzja

157

aNhanawariQPanam。Nzja，

意思・勧誘・希望表現158ik。t。・m。t。ru

ikaN

160

15g

ik。曜ja

161

ikite贈na注

162ikitositetamaraN 163 ikitakune 164 itemorete卿moNzja
推量・様態・伝聞表現165ikuzjaro 166 ikaNzjar・167 ikutozjar。168
16g

iotaQcjaro

170

172jokarogotoaru

tjagjaamezjaro注

173

warigotoaru

171

174

itazjar。

hurugotoaru

amezjagenado

175

takegenado

1760Qtagena 177 huzisaNnogotoaru
疑問・反語表現186iQkaikaNka 187 daregaiQka 188 naNka 189 darika
190doQkani 191 icuka 192 iQcjarokai，i：tokana 193 daregajarumoNka
194jaraNkotogaarumoNka 195 kuQdokai注
脚裁見 206morota 207 kure 208 kureta 209 jaQtaka

あいさつ表現241arigatogozaNsuna
830652 宮崎県児湯郡都農町大字川北
命令・禁止・義務表現147m。℃keNka，m。冒okecjekr
一587一

148hajookeNka注，hajook「

Xli 14g madoakecjare,madoakecikurist lso hajoakecjare21i,hajoakeNka
$ll 151 ikuna ls2 ikunatll ls3 ikutoikaNdo ls4 ikaNnaraNga
whss･blllg[lilXifl lss iku ls6 origaikutozjatll ls7 aNhanaNriQpanakoQcja,

riQpanamoNzjaZ‑S;

kl･ebEIS･nStXM lss ikotoomoejoru lsg ikume 16o ikoja 161 ikitena
162 ikitesitamaraN 163 ikitene' 164 itemoreteno
va･ew.g,･fXmaljESI 16s ikuzjaro 166 ikaNzjaro 167 ikutozjaro 16s itazjaro
169 itaQejaro 170 tegeamezjaro 171 hurugocuaru 172 i'gotaru,
i'gocuaru 173 warigotaru,bjo'kizjamoNne 174 amezjagena
175 takegena 176 oQtagena 177 huzisaNnogotaru
reEIIul･ISZI}l:itlfl ls6 iQkaikaNka ls7 darigaikukaZ}i lss naNka lsg darikaga,

darika lgo doQka,doQkani lgl icuka lg2 icukana,i'tokana
193 darigasurumoNka lg4 jaraNkocugaarumoNka lgs kuQteja
wapti;ISI 206 morota 2o7 kuri 2os jaQta 2og jaQtaka
6VilS' )$Xifl 241 o'kiNarigatogozaNsita
831163 EeE!EeUvaMzkiliiEkZst
ditr̀f)'#th･geilEiSIM 147 mohajookiranka 14s hajookiranka,hayookire

149 todoNakeokatal lso todoNakenka lsl (sottfaN)inuna
152 sottraNiguna ls3 itatSanarando 154 ikaJlanarantojo
whsc.su4g(il2Sl lss ikutojo ls6 oigaikutojo ls7 anhananokirekakot
kg･tm･nS$ZiEftI lss ikotomotot lsg ikume 16o iko:wai 161 ikogotanne:
162 ikogotattenosaN 163 ikogotanaka 164 itatemorao:gotat
EPkEe･ew.e,･fikma2SgSl 16s ×ikkamotirendo,igu33arowt 166 igume,

ikaokamofireN,ika33aro:ff 167 ikuto3aro 168 ita33aro 169 ita33arO
170 wasutoame3aro 171 diuisonadiu:3a 172 jokarosoniat
173 jammenogotat,jammengotat 174 ame33atSuwai us takkatSuwai
176 OttatJuwai 177 thu3isannogotat,diu3isannogotanne:
relfldi･!SZiiSIZSI ls6 i?guroikanro ls7 daigaikka lss naijo lsg daika

190 dokka lgl itsuka lg2 jokarokai lg3 dagasuirowai
194 sentSikoggaa:mooka lgs kuttoja,kutteja
leept:eil2Sl 2o6 morota 2o7 kure 2os kureta 2og jattake

6US")iElfi 241 aigatogozasuff,gojakkesamailf
831295 ee!EewPrei￡Gfts;YijHijiltre:Pes

tfu4)'XLLlt.gema 147 mo:okiraoka 14s gongookirapkaXl! 14g mado:ake?mire
lso gongoakenkatr,hajoakento lsl ikanho'gajokagatll ls2 t?na
153 ittoikan jone:as ls4 ikannjasuman,ikannjanaranst
whas.drt!9ijEiEijl lss ikannarawaja?El,ittojo ls6 oigaittojo

ls7 kora:migotene:tai

kN.#bR9S･nSan lss ikot"omotroddonne: lsg ikando,i?meth 16o ikowai,
ikojagst,ikoigfi 161 ikogotaine: 162 ikogotattenosan
163 ikogotane: 164 itamoraogotaddonne:
‑ 588 ‑

?Iftig.Igkf9",･fikthilZISI 16s ikodaiX,×ikosonamonne:g 166 ikapga,i?mene:

167 ittod3aro: 168 itad3aro: 16g itadd3aro: 17o o:kataamed3aro:,
amed3arogotai 171 ×thuidasosonadiud3a 172 jokarogotai
173 bjo:kid3arogotaddo 174 amed3attsvhanaJid3a?
17s taketsvhanaSid3aga,taketsvga,takegena 176 ottatJvwai
177 diud3isannogota?ne:
zeifdi.NiiEast ls6 ikkaikapka ls7 daigaikka lss naijo,naike lsg daika
lgo dokkai lgl ikka lg2 jokamond3arokaine: lg3 dagajaimonkailitil;IGi

194 sentsvkoggaaimonka lgs kuttvkai
}ee/ltEiSl51 2o6 morota 2o7 Xkure?rnijo,kureoka 2os jatta,kureta 2og jattaka
toV}!S')?Sglfl 241 aigatogowagina:,aigatogowasv,aigatomofagemollta
831372 1gtiM.lt.UeCDiliijNH

dieSit.Xtlt･XS$tSl 147 hajookiranka 14s korahajookiranka
14g tooakekkurenka,tooake:,tooakekkure,tooakekkuijaN
lso hajogopgoTakepkaZll lsl iTna ls2 iTna ls3 ittoikando:
154 ikaJIJIanaraN
desc.sk4%2Sl 155 iddo ls6 oigaiddo,oigaiTst ls7 migotehanane:
iekk.tm.n¥ilZ51 lss ikotomottoi lsg ikando,iTmeit 16o ikoja
161 ikogotaddonne:tll 162 ikogoTnosaN 163 ikogotane:
164 itemorogotaT
va.twS.fikeeiSilfi 165 idd3aro 166 ikand3aro 167 ittod3aro 16s itadd3aro
16g ittad3aro,itadd3arest 17o amed3addo 171 Xamed3addo
172 jokarogotaT,i:gotaTst 173 dokkawaridd3aro,ambegawarigotaTst
174 amed3agena 17s Xtakegenagatal,takegena 176 ttadd3agena,
ottadd3agena2 177 thud3isannogoaT,thucl3isannogoai
geutFdi.NEklZSI ls6 ikkaikaljka ls7 daigaikka lss naika lsg daika lgo dokka

191 ikka lg2 jokadokai,idd3arokaist,edd3arokai,jokadd3arokai
lg3 daigasuika,daigasuimonka lg4 jarankoggaaimoljka lgs kuttojaroke,

kuddokees,kuttJijatw
waptiESI 2o6 morota 2o7 kure 2os jatta,kuretal 2og jattakasu,kwagetaka
pt"

toVS' )refi 241 aigatogosna:,aigatogogina:,o:kipina:as

831452 gkXdiasMasza7kJF!tti}cM
tfut2;.XLLlt.eeifi2Sl 147 mo:okiranka,mo:hajookiraoka 14s okire

14g tooakenka lso hajoakenka,hajoakent lsl (sott"pi)ikuna
152 sotttipiikuna ls3 itfaikanzotall,itSaikandost,ikjanarandost,
ikjanaranzo,itSanarando$l!2 ls4 ikapanaraN,ikariJianaraN
deas.ski!fireiit lss igga,ikudo ls6 ogjaiggaiili,oregaiggasu,ogjaikuzoiS,

oigaiggawttr ls7 aNhanawamigotemond3a,aNhananomigotekotsuS,
aNhanawamigotekodd3ana:
l;kZ･kbdiE.rt$ilglX lss ikotomotforu lsg ikaN,ikumetl! 16o ikod3aneka,
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ikoja 161 ikogotanna: 162 doSSenkotteNikogotarugana:,
dofSenkofJeNikogotaigana:,ikogotaTtamaraN 163 ikogotane:
164 ×itatSimorawarlrlanaraN,×itattimorawannaraN,itatjimorote
?EES･ew.e,.tXastcM 16s ikud3aro:,ikudo$ 166 ikand3aro: 167 ikutojaro:,
ikutod3aro: 16s itaro:,itad3aro:,itadd3aro:tll,ittaro: 16g itaro:tll,
itadd3aro:$ 17o dotSeNamed3aro: 171 diuro:gotaru,diuro:gotai
172 jokarogotaru 173 ambegawarido,ambegawarigotaru$
174 amed3agena 17s takediu:d3a,takegenant 176 ottagena
177 diU3isannogotaru
eema.!SiEk!Xin ls6 ikutoNikanton,ikkaikanka ls7 dagaikutoN,dagaikkast
lss napika,naeka lsg daika lgo dokka lgl itsuka lg2 e:kana:,

e:d3aro:kana: lg3 Xdaga,xdaiga lg4 fenkotsugaarumonka
195 kuddokai,kuttSijass,kuttfutSija
}gEptiti*tlfi 2o6 morota 2o7 kurenka,kurest 2os kureta 2og kwafetaka
6U}IS'piSZ]ifil 241 korado:mokatad3ikeno:gozansuZl!1,

korado:mokatafikeno:gozansutll2
831525 gvawtnjgtsffiJk Perfi:Pgma
inti}･IXtLlt･ge2Bafi 147 hajookeNka 14s tegeNkoronjaokeNkatl!,
tegeNkoronjaoki'tll 14g madooakecikurt lso madooakeNka?Ell lsl ikuna
152 ikunatli ls3 iQcjaikaNdo ls4 ikaNnaraN
tsca.sknygelil2Sl lss ikuwa ls6 origaikutojo ls7 aNhananoriQpanakocu

kg.en9Ei.itg2kSt lss ikotoomocjoru lsg ikume 16o ikoja 161 ikite'ne
162 ikitesitamaraN 163 ikitene' 164 iQcjemorete
va.JigS3S,.fikeeiilgEfi 16s ikuzjaro 166 ikaNzjaro 167 ikutozjaro 16s itazjaro

169 itaQcjaro 170 tegeamezjaro ln hurugotaru 172 i'gotaru
173 bijokinogotaru 174 amezjagena 17s takegena 176 itagena,oQtagena
177 huzisaNnogotaru
reEf7di.NERiESI ls6 iQkaikaNka ls7 darigaiQka lss naNka lsg darikaga
190 doQka,doQkaN lgl icuka lg2 i'cukana lg3 darigajarumoNka
lg4 jaraNkocugaarumoNka lgs kuQtokallll,kuQtejat}i2
IeepteiESI 2o6 morota 2o7 kuri 2os kureta 2og jaQtaka,kuwasetaka
MVSOiSXlft 241 o･kiN
832o2s RIE!EI.kMpml<scMS<JII
61triRr.Ailtdlt･XilSiitgl 147 ogiraokai 14s hajoogire 14g ma‑doageljka

150 ma‑doage 151 (sottti)inna ls2 sotttiinna ls3 itatlaikando
154 igaJlaigaN
whas'skma 155 ittOjo 156 ojaittojo 157 anohananokireikakot
kg･2Sbfi)g.XSilZSI lss igotomoto: lsg imme 16o ikowai 161 ikonotanne:
162 igonotattenosaN 163 igoponnaka 164 Xitatekureoka
l{ESg.)iSlf/S,･fikas7StSl 16s i33aro 166 iga33aro,igandonna 167 iddonna

168 id3ironna 16g idadonna 17o Xame3a: 171 ×diuttekuzzo
590 ‑

172 Xjogaljo'"daddo 173 bjo:33addo 174 ame3addo 17s takkatsuzo
176 ottatsuzo 177 diuzizannonodanne
eeRdi.!fifzzglfl ls6 ikkaiganka ls7 danaikka lss naika lsg daioa lgo dokka
191 ikka lg2 jogarokaine: lg3 danasukkaZ}l lg4 jaranko?naaimoljka
195 kuttsuga
ffEptltilgEE 2o6 moroda 2o7 kure 2os kureta 2og kwatedaga

6UNSOiSSfi 241 jakkene:
83215s tlEl;litvaKeesu#Sg2tywresS

in<t'l!;￠t .eema 147 jogaaketado:mo:tegentokjaokittarado:kai
148 mo:omaemookiranka 14g mado:ake?mire lso modo:ake,modo:akenka
151 (sottti:)ikanhogajokado ls2 sottSee?nane:,sottSig?nane:
153 ittoikando ls4 ikannjanaraN
desc･skl!%iM 155 ikentiteNit ls6 oigait ls7 aNhanaNmigotekot
kZ･EbRIE･ngiSiSl lss jukottoomotfot lsg ikando 16o egga
161 ikogotanna: 162 ikentitedeNikogotat 163 ikogotanaka
164 itatmoraogotat,itatemoraogotat
nc.ew.e..fikmailiSl 16s Xegga 166 ikanga 167 ittod3aro: 16s Xitaga
169 itsuro:,itatsuro: 17o nandeNamed3aro:,nandeNand3aro:
171 diuigotat,diurogotatut 172 jokaro:gotat 173 bjo:kid3aajatennokai,
bjo:ktnogotattl! 174 amed3attSull! 17s takkatri 176 ottatfi
177 thud3isannogotat
eei7di.Mfiklilfi ls6 ikkaikaokarno ls7 daigaikka lss naika lsg daikaga

lgo dokkani,dokka,dokeka lgl ikka lg2 jokaro:kai lg3 daigajaimonka
lg4 dekenkoggaaimopka,jarankote,jarankotewa lgs kutttija
meili51 2o6 morota 2o7 kure 2os jatta 2og jattaka
toLNS' )iESI 241 aigatogowasu,aigatomo:fiagemosu
832268 fivait!SRIltAinNeweUIlerrp7

fiiti).ecilt.geiS$i51 147 hajo:oki:janka 14s gongo?okire21 14g akekkuijai

150 korahajoake lsl ikkjannana:tal,ikkjanna ls2 inna,i?mond3ane:it,
i?medost ls3 ikkjanna,'i?mede:tll ls4 ikannanaranga
wtsc･axt!SIIasl lss ittojoab ls6 oigaittojo

ls7 anhana:mezurati:kire:nahanane:,anhana:migodd3ana:st
kki･tm.n¥iSg!fil lss ikokaitomo:tloi,ikotomo:tSot lsg iko:gottanaka
160 ikowai 161 ikugottSaddonne:,iko:gottaina:
162 iko:go?asse:tamaraN 163 iko:goddoma:naka,iko:go?naka
164 ita?moro:gottat
iPtsl'jlilX9e'fikeailtEIt 16s ×ikkjaid3aro:,×ikkjaid3arodai,×ikkjaddodai

166 ikkjand3aro,ikkataaime 167 xikkatad3aro: 16s ittad3aro:
16g ittatod3aro: 17o nandeokaamed3aro: 171 thurogotratas 172 egottat
173 bjo:JiintarogotSat,bjo:Jiintarod3arogotat 174 amed3aigena
175 take9ena 176 ottagena 177 ￠u3isannogotSat
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gellljles.ISZdei!iEfi ls6 ikkaikaBka ls7 daigaikka lss naika lsg daika lgo

dokka

191 ikka lg2 jokatokana:,jokad3arokaine: lg3 dagajaimopka
194 rinona:nkoggaaimonka lgs kuddokai
IRptlt21Z]fi 2o6 morota 2o7 kure,kuijaNlt 2os kureta 2og kwasetakatl{
asUS' )21Z]il 241 aigato:goagi

832440 guaRpagN#KEEzaEtr)k Ptuev#2wr
tflr41;.tXtlk･SEilZSI 147 okiraokajo: 14s hajookiranka 14g akeTmirankajo,

akenka lso hajoakeTmire,hajoakepkast lsl (sottti)ittoikando,
(sottSane)iTmond3anedo,(sottti)iTna 152 sottlaiTna,sottfiiTna$
ls3 ittoikando,ikanarandost,ittodonnarando,ikkotadonnarando
154 itakkopanaraN,itakkonnanaraN,itakkonanaraN
desu.skl!%S$l lss iddokoid3anedo,ittojo$,iddost ls6 oigaittod3a,
ataigaittod3at}! ls7 aNhanawamigotfimund3a{i>,aNhanawamigotemund3a,
aNhanawamigotekoTas
jgea･tm.ngEStlll lss itakkutomotSoi lsg ikando,×itattanarando
160 ikojo 161 ikogotaT 162 ikogotaTtamaraN,ikitotitamaraNst{l>
163 ikogotanefa,ikitoness 164 XitaTmorao,itaTmorogotaT
IPES']ISIf?S,･fikmaikiEl 16s ×igga,iddo 166 ikanga,ikandosh 167 ittod3aro

168 itaro:,itado:st 169 itadd3aro: 17o nandeNamed3aro:
171 ×thukkuddofa,diuigotaiS 172 jokarogotai,jokarogotaT,jokagotai
173 ambegawarikaraddo,ambegawarikaraigotai,irogiggawarigotaTll!
174 amed3agena 17s takegena 176 ottagena 177 eud3isannogotai
kifes.ISiEgiWfi ls6 ikkaikaoka ls7 daigaikka lss naika lsg daika,daikaga
190 dokka lgl lkka lg2 jokadd3arokai lg3 dagasuimunka,
daigasuimunka lg4 surnased3iuttSoTrnuoka,jaitsukenna:st,
jaraokoggaaimunkaas lgs kuddokai,kuttSijast
waptiS25t 2o6 morota 2o7 ×thukattail>,xsuwaSSai,kuri 2os kureta

209 kuwatitaka,kwasetaka
lel}US')iEISI 241 aigatogowagina:

832500 We}MMIvaasreE[r)kfrMec%tsrpk
ftiTl.igilptt :.;me;il2Sl 147 mookepka,mookennewt 14s mo:oki:,mookenka

14g madooaki: lso akenka,aki: lsl ikuna ls2 ikuna ls3 ikutoikando',
ikjanarando21i ls4 ikapanaraN
deas.axllglgiElil lss ikuwa,ikudo ls6 origaikuwa ls7 aNhanawamigotSine:,

aNhanammigotfikoTst
kk･Ebkig.nSiStlfl lss ikotomottoT lsg ikume,ikogotane:,ikaN 16o ikoja
161 ikitene:2111,ikogotaTEI}?Ell2 162 ikitoSitamaraN 163 ikitone:
164 itemorote:
}ftgl･)ISfi9S,･fikPiasZ51 16s ikjaSendokai,ikudost 166 ikando,ikand3aro

167 ikutod3aro 16s itad3aro: 16g itad33aro: 17o amed3aro
171 diurugoJSoru 172 igotaru 173 bjo:pintarongotJoru,
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ambegawarigotarupt 174 amed3atJuga,amed3agenash 17s takegena
176 ottagena 177 thud3isannogotaT
kEFdi･NESIglfi ls6 ikkaikapka ls7 darigaikka lss naljkja lsg darikja

190 dokka i91 itsuka lg2 itsukaSiraN lg3 darigasurumunka
194 jarapkotsugaarumuoka lgs kuddokai,kutttijast
NMptiliSl 2o6 morota 2o7 kuri 2os jatta,kuretafa 2og kwatetaka
6VS")?ltlfl 241 do:moarigato:gozaimas2,o:kinna:st

832595 geFRptEi#K?ErtHOr,!>M7F,!>M
tf}r<:r.tintt .eeifitEfil 147 hajookenka,hajookinasai#.,hajookenasai$li

148 hajookeljka,hajooki: 14g rnadooakekkuri,madooakenasaitl!
lso madooakepkahajo,hajoaki: lsl (sottSi)ikunajo

152 songeikunaikutodamedo ls3 ikutodamedo,ikutoikando
154 ikannaraN
wtsu'blIl%ESI lss ikuwat}l ls6 origaiku,origaikutojo

ls7 aNhanawaukkufine:21!,aNhanawado:ju:ukkufimunkant
kZ.ZEbklg.n¥iSiSl lss ikotomottoru lsg ikume 16o ikoja 161 ikitene:tal
162 ikitoJfetamaraN,ikitoSitamaraNZII 163 ikitone:Zli 164 itSemorete'
lkEl.ew.e.･fffifiiliM 16s ikudo' 166 ikanga.H.:,ikumelll 167 ikuto3aro'

168 itaro' 169 itaro',itattJaro' 17o tegeame3aro',
xdoSSeNamegadiuddoW,doSSeName3aro'i9E211 171 thurujonadiu:3a,

diurugotaru,×￠uddasugotaru 172 i:gotaru 173 ambegawarigotaru,
ambegawarijonadiu3a 174 ame3agena 175 takegena 176 ottagena
177 thU3isannogotaru
ewdi.NffkXSI ls6 ikkaikanka ls7 darigaikka lss naoka lsg darika
190 dokka lgl itsuka lg2 i:dokai,i:katiraN,ittSarokaiZll
193 darigasuka,darigajaruka lg4 jarankotsugaaroka,
jarankotsugaarumunka lgs kuttSeja
}esptleXlfi 2o6 morota 2o7 kuri' 2os kureta 2og kwatetaka

thVNS')7S251 241 o:kiN,arigato'gozanJita,summaSe:Nst
833160 ilEJEftfiM*NHizisptilHl]'
ff}ì2r.ijth･XZSiSiSl 147 hajookiraljka 14s hajookire 14g madooaketekureoka

150 madoake lsl i?na 152 i?natr 153 itaraikando ls4 ikaJlanaraN
whee'sk4%ZSI lss iddo ls6 oigaittojo ls7 anhanawamigokkailf
kk.kblilE.#¥il21fi lss ikotomottoi lsg i?me 16o ikoja 161 ikogotanna:
162 ikogottatenosaN 163 ikogotanaka 164 itatemoraogotat
iPkSl.)lilljlee.fikmaiSt$l 16s iko:gotaiga,i33aro 166 ika33aro 167 itto3aro

168 ita33arO 169 ita33aro 170 ame3arogotaiga 171 diurosona
172 jokarogotat 173 bjo:kingotaiga 174 ame3attsudo 17s takkatsuga,
takkatsudo 176 itatsudo 177 thu3isannogotat,thu3isannogotaigaZll
eema･NEggiSl ls6 ikkaikapka ls7 da:gaikuka lss naikai lsg daika
190 dokeka lgl ikka lg2 jokkadokai lg3 da:gajaika,da:gasuikatli
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194 jarantSukoggaaimooka lgs kuttoka
E2MptXSI 2o6 morota 2o7 kure 2os kureta 2og jattaka
3ESVS')ljIXifit 241 aigategoa3Si

833242 emee"RgaKlwatswr‑ltt<ee
fit"ib'XLLlt･eeilj}iSZSI 147 ×okijaankatai1,okirankatll2 14s okirankaXll,okire

st 149 mado:akekkurenka lso mado:ake',mado:ake?mijo,mado:akeljkath
151 i?na,ittoikando ls2 ittod3anakado,ittod3anedo,i?nant
153 ittoikandotl! ls4 ikannjanaran
dess.axllSeiltSl lss iddokoid3anakast,iddost,ittojoi;l;1tal ls6 oigaittojo

157 anhana'kired3a?ne'tr 1 ,anhana'kirenahanad3addone'} 1 ,
anhana'k1renako?RiiX}l 2 ,anhana'kired3araine:itwll 1 ,anhana'migoteko?
Ill 1

iecX)wt'tm･itgXM ls8 ikotSiomotfo? lsg ikando 16o igga,i?mosojaL
161 ikogota?,ikogotarai 162 ikogo?tamaran 163 ikogotanaka,
ikogotane 164 ita?moro:gota?
?Iftij･)ilkf3S･fikasiveil 16s i?d3aro:g,ikjasendokaine:{}2} 166 ikand3aro

167 iddodai,ittod3aro:as 16s itad3aro:,itadodai 16g ittatod3aro:
170 amed3aro' 171 ×diuidekuddo,diurogota? 172 jokarogota?

173 guainowarvkarogota?g,guainowaikarogota?,anbenwarvkarogota?21

174 amed3aigena 175 takegenado 176 ottagenado 177 thud3isannogota?
klFdi.!SZEEilSN ls6 ikkaikanka ls7 daigaikka lss naika,naijo lsg daika
190 dokka 191 ikka lg2 jokarokai lg3 daigaja:monka

194 jarankoggaaimonka lgs kuttoja
IgkptectilZ51 2o6 morota 2e7 kurenka 2os jatta,kureta 2og jattaka,kwasetakaEi}>

loVNS')as 241 aigatomofagemotita,aigatogowaSl

83335O ee!E!ftMpafiTlirpIR4Te
fStrc?)･X‑LE･gerS}ilgin 147 okijanka 14s ikije 14g akenka lso ake lsl inna

152 inna 153 ittoikaN ls4 ikannanaran
whss'sk4(ikSl 15s ittojo ls6 ogaittojo ls7 anhananmigotemonne:
ka･tm･egilZSI lss ikotoomofoi lsg i?rne 16o ikoja 161 ikogotrai
'
162 ikogo?a?tama:N 163 ikogotJane 164 itta?morogoai
ma･)kk!/S.likmaZIZSI 16s Xiddokai 166 ika33aro 167 itto3ato: 16s itadode
169 ittato3aro: 170 tegeame3aro 171 diulrosonathur3a,×thwwasendokai

172 jokago?ai 173 bjo:ki3aogo?ai,jamme'S 174 ame3aigena
175 takegena 176 ottagena 177 thurzisannogo?ai
eeFdi.NiiEiSZ51 ls6 ikkaikanka ls7 daigaikka lss naijo lsg daika lgo dokka
191 ikka 192 jedokane: lg3 dakasui:monka,dakajai:monka
194 sepko?gaaimonka lgs kuattoja
waptptil 206 morota 207 kuaje 2os kuajeta 2og kwasetaka,jattaka
asVS')ilgifl 241 aigatogowasur
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s33436 geIimuvavaasLLIxZmgl]7)k7?E71<rEilk
fi7Eit.Xtlt.Sma 147 okiraoka 14s okire 14g aketSikurenka,akeokast
150 akenka,aki: lsl ikuna ls2 ikuna ls3 ikuna,ittfaikaN,
ikjanarandost ls4 ikariaikaN,ikaJianaraN
desu･drt!gere;l lss iku,iko,ikutojost,ikowai ls6 origaikutod3a,
origaikowai ls7 kireinahanad3a,migotSi:hanad3a
kg.2EbEiS.ngElilil lss ikotomotforu lsg ikaNZ>,ikume 16o ikod3aneka,
ikojass,ikowai 161 ikitene: 162 ikitoSinosaN,ikitotitamaraNas
163 ikitone:,iko:gotane: 164 itatSimoraite:
IEftS'ts f9".･fikmaiStEfil 16s ikud3aro:,ikudo'st 166 ikand3aro' 167 ikud3aro',

ikudo,ikutod3aro'pt 16s ittad3aro:,itad3aro: 16g itad33aro:
170 dotiteNamed3aro: 171 diurugotaru 172 jokarogotaru,jokagotaruas
173 jammeraft,jammegoropgotaru 174 amed3agena 17s takegena
176 Ottagena 177 diu3isannogotaru
eema'NliSSilfi 186 ikumoikammo,ikutomoikantomo,ikkaikaljkast
187 dagaikumo,dagaikka lss napka lsg daika lgo dokkaJii,dokkaN
191 itsuka lg2 jokarokai,jokad33arokaist,id33arokai
193 dagajarumunka lg4 jaraljkotsugaarumupka lgs kuruttuka,kuttfuka,

kutttijatw
EEptllt2SiSl 2o6 morota 2o7 kurenka,kuri$l! 2os kureta 2og kuwaJetaka,jattaka,

kwatetaka

asVS')iSZSI 241 arigatogozaimasuM,arigatogozansu'Ek,sumimaseNwt

834143 maMHiEWSHEEEO'Hg
tatllr.ailltth･iliiljmelfl 147 hajookirankath 14s hajookire,hajookirankant

149 mado:ake?mikkureas,mado:ake?mirest lso hajoakenkatw,hajoake'
S lsl ittod3anedost,i?nast,i?najost ls2 i?natai ls3 itroikandost
154 ikanjanaranst

deas'itma 155 ittojoS,iddost ls6 oigaittojoas,oigaittaddoS
157 anhananomigoteko?ne:st
kK･2EbkiE･itSiSZSI lss ikottiomotJoigaas lsg i?me 16o igga,iddosh
161 ikogotSa:st 162 ikogo?nosanS 163 ikogotSanaka 164 itarnoro:gotJa

ff
?kiS･ewS･fikma21tSl 16s iddodaies 166 i?me,ikand3arodaiftieef6!>
167 ittadodai,ittarodaist,ittod3arodaiEiSlkli{!> 16s itsurode:,
itatarode:it 16g itatarode:,itadd3arode:RiEiiYf{l> 17o o:kataamed3aro'

171 diurosonadiu'st,×diuidasosona￠u,×diuidasogotrast 172 jokarogotra
173 bjo:kingotSal3gi!;,bjo:kirarikaasee 174 amed3attSvdosc

17s taketsvdo:st,taketJvjo:,taketfvhanaJid3addo 176 ottatsvwai,
ottatSvjo:as,ottattvhanafid3addoff 177 diud3isannogoaddone:ut
neRdi.!SZES2Sl ls6 ikkaikanka ls7 daigaikka lss naijo:,naike:st lsg daika
190 dokka 191 ikka lg2 jokadokaiut,jokamond3arokaist
193 daigajaimonkait lg4 sentsvkoggaaimonkaas lgs kuttfija:er
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IeepteiliM 2o6 morota 2o7 kure 2os kureta 2og jattaka

MVg'pilXSI 241 aigatomoSagemoJltailfLl>,aigatogowaJltaa>,aigatogozaimasv

#.
834232 itE!EYuitRtlE!Puknt?krkwr
tSbEi}.tXttL･XX}il2Sl 147 hajookiranne 14s hajookiraoka,hajookire

149 mado:akejaranka lso mado:akenka lsl (sottfise:)ikkjanna
152 sottSiei?na ls3 ittoikando ls4 ikannanaraN
desu'ax4SliliSl lss iddo ls6 oigaittaddo ls7 aNhanawakirenako33a,

aNhanawamigote

ilecg･tm･itgiEEfi lss ikotfiomoot lsg ikamme,i?me 16o ikoja
161 ikogotSa?na: 162 ikogottamaraN 163 ikogotnaka 164 itamoro:gotat
}fEig･tslfiS,.fiee?StEl 16s i33aro: 166 lka33aro: 167 itto3aro: 16s itta3aro:

169 ittata:ro,itato3aro: 170 tabuName3aro:,XtabuNamegoa2so:‑lt
171 ×diuidasogot at 172 jokagot at 173 bjo:kipgotSat,jammeogotfat
174 ame3attluko33at 175 takeso:3a 176 itaso:3a,ottatSuwaitai
177 diu3isannogotSat
kifdi.iSi/iEljESI ls6 ikkaikanka ls7 daigaikka lss naijo lsg daikaga

190 dokka lgl ikka lg2 jokadokai lg3 daigajaimonka
194 jaranko?gaaimonka lgs kuttoja
ESptl}e21tlfl 2o6 morota 2o7 kure 2os kureta 2og jattaka

MUS')iEV;l 241 aigatomoSagemosu
83432s IIE!F7LltwtgtsasltwawrtpJZpa
Str<t･inf!t .geifiZSI 147 okiranka 14s keraokiranka 14g madoake,madoakenka
150 akegka: lsl inna ls2 innatfiiena ls3 ittoikando ls4 ikanasuiman,

ikananaran
desc'suma 155 igga 156 oigaittojo,oigaittoo ls7 anhanaa:migotene:
kS･enftS.nS21ZEE lss ikottiomotSoiga,ikokaitSiomotJoiga lsg i?me
160 ikoja 161 ikogotJana: 162 ikogo?addonna: 163 tkogotSane
164 ×lta?moro:

ifeS')Fikf3S,.IikmailtE 16s itta:rona: 166 ikanto3aro:,ikanta:rone:tai

167 itta:ro 168 Xitata:rokai 16g itata:ro 17o Xame3arokai
171 diuriso3ana: 172 jokarogotat 173 ambegawarita:ro 174 diame3aigena
175 takegena 176 ottagena 177 thtusannogot araina:
eeFes･!StiiSXIfi ls6 ikkaikanka ls7 daigaikka lss naijo lsg daika lgo dokka
191 ikka 192 jedokai lg3 dagasurirnoljka lg4 jarantSikotgaaimonka
195 kurttoka
}eepttiSIEII 2o6 morota 2o7 krure 2os kuaetaga 2og jattaka
asVilS' )iltlfi 241 aigatogowasw

834556 WesvaHfiljTfiimva2rg
de<).tclk.eeimefi 147 hajookenka,hajooki:lll 14s hajooki:
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14g

madooakekkuri

152sott∫iikuna
154

150

hajoaki：，hajoakeOka

153

151

（sott∫i）ikuna

ikutowarido，ikutoabunedo，ikarendone：

ikannaraN

強調・詠嘆表現155ikuwa：，ikuga，ikut・j・：誘156。rigaikuga，・rigaikutojo

157aNhanawautsuku∫ine：，aNhanaNutsuku∫ikotsu誘
意思・勧誘・希望表現158iku：t。m。t∫。ru，ik・：t。m。t∫。ru多15g

ikaN，ikand。誘

160ikoja

161 ikutoi：ne：，×itemi「okai，ikitene：，×ikokane：誘，
ik。9。ts岨ru西門162 ikitetamaraN，ikit。∫itamaraN誘163 ikit・ne：

164×itekuri注，×ikoja注

推量・様態・伝聞表現165ikehendokai注，×ikukamo∫ireN 166 ikaOga，ikando誘
167ikutojanedokai 168 itatojanedokai，ita3aro：誘16g itatojanedokai
多，itat。3aned。kai，itatsu3ar・：170

amejaned。kai，ame3aned。kai，

ame3ar。：，ame」ar。：171×φudd。ne：，φu・u9・t・ua・u誘172

i：9。t・uaru，

×i：do 173 ambegawariteaneka，ambegawarigotsuaru誘174 ameteju：9a，
ame3agena 175 taketeju：ne：，takegena誘176 itagena共，。ttagena
177

φu3isannogotsuaru，φu3isaJ」JtiJlit∫oru

疑問・反語表現186ikkaikaOka

187

darigaikka

188

naOka

189

darika

190dokka，dokkaN 191 itsuka 192 i：dokai 193 darigasummo功ka，
darigasurumu℃ka誘194 jara3i：d。：namu躰a考，∫e3id・：namu唾a
195

kutteja，kuttoka

授受表現206m・r・ta

207

kuri

208

jatta共，kureta多20g

kwa∫itaka，kwa∫etaka

誘，jattaka共

あいさつ表現2410：kiN，summa∫e：N

834584

宮崎県南那珂郡南郷町大字潟町

命令・禁【ヒ・義務表現147ハヨーオケントオクルット・148ハヨーオケンカ149アケックダイ誘
150引引ーアケンカ誘，ハヨーアキー151イクトイカンドー152イクナ153イクトイカント9誘

154イカンナントヂャが注

強調・詠嘆表現155イクトヨ156オリがイクトヨ157アラウックシネ，アンハナウックシネ
意思・勧誘・希望表現158日頃ーオモーチョ，レが注1，イコーオモーチョットチ

ヤが注2159イクメー

注160イカンカヨ161イキテナー162イキチータマラン163イキトーネー注
164イッテモロテッチャカ9

推量・様態・伝聞表現165イキャセンカ，イキャセント
167イクトヤネート9一カイ

カイ多，イケセンドカイ166イカンチャネト

168イ・リタッチャネート9一カイ

一カイ

169イッタッチャネードカイ

170アメチ・ヤゴタル，アメヂャロ喜多171×フツクルゴタル172イイゴタル
173アンへ

一・ワリーコ9タル

174アメチ9ヤケ

ナ

175タケーケ

ナ

176オッタケ

ナ

177フジヤマンゴタル注，フジヤマンゴツアル多
顯！・反語表現

186イッカイカンカ

187タ9リカ9イッカ

188ナンカヨ

189タ．リカ

191イツカ192イッヂャロ三三193タ・リがヤ脱ンカ，ダリが刃レモンカ多
194センコツカ9アロカ，センコターネワ

授受表現

206モロタ

207クリ

208クレタ

195ク・リテや

209ヤツタカ

あいさつ表現241オーキニ

一597一

190

ドッカニ

835O57 W.ltwaJIliil!i!asS?Vwrltpt
fi4}'ajz!Jstts1lt.ma 147 hajookiranka 14s hajookiranka 14g madowoake
150 akenka lsl (sottfi)inna ls2 inna ls3 itatSasumando

154 ikannasumando
whsc'drma 155 iddo 156 oigaiddo ls7 anhanawamigokkane:
=,stJt ig･2tiIRIE.it$iliii1 lss ikotfiomotfondoNX}! lsg ikantSiomo:,ikamme

160 ikoja,ikosa 161 iko:gotgaddonna 162 geriteNiko:gotaddoN,
geSiteNikogotoaddoN 163 ikogottanakado 164 itamorogotaddon
II{ftS.)F{ll!9S,･fikeei}ESI 16s i33aro:,ikkamo 166 ikan3arona: 167 ittaroraital

168 ittatarorai 169 ittatokamo,ittatarorai 170 ame3aro:
171 diurogotat 172 jokarogot at 173 bjoninnogot attl! 174 ame3attsuga
175 takkatsuro: 176 ottatsuga,ottatsuro: 177 diu3isannogot anna:
ntRdi･5Zi"iEiElifil" ls6ikkaikankals7daigaikkalssnaikalsgdaikalgodokka
191 ikka lg2 jokakana:,jokarokai,jokatarokai lg3 daigasuimonka
194 geSiten jaranko?gaaimonka,geSiten jaiga,geritensuttojo
195 kuttatSija:
Iee/l2/iStel 2o6 morota 2o7 kuredora 2os kureta 2og jattaka

Z6VilS' )il:Sl 241 aigatogowaSina:,aigatomosagemosu,aigatomentafiilita!
835175 ee!ElitRJI[illasJlliiZi!lgTg
fitrii).l!l:Lltt .gasesiSt 147 hajookiraljka 14s naigoteokiranka

149 sumandoNsokoNmadoottlttoakekkure lso naigoteakepka
151 (sottSi)i?na 152 sottSii?natfudoga is3 ittoikando
154 ikannjanaraN
twue･skt!SelXliR ls5 ittojo ls6 òi'gaittojo ls7 aNhanaNkirenako?
igeeq･blrSi･n¥iStlil lss ikotSiomotto? lsg ikaN{l;,,i?meilf 16o igga

161 ikogo3a?na: 162 ikogo3attetamaraN 163 ikogottane{e,ikogotranaka
{!> 164 ita?moroogotJa?
?kij.tsXIS,･fikma71ilfl 16s 1?d3aro 166 ikand3aro 167 itto3aro 16s itta3arone:
169 itato3aro 17o tabuName3aro 171 diurogo3a?{}>,6urosonadiu3a{l>

172 jokarogo3a? 173 ambegawakkarogo3a? 174 ame3attSi 175 takejo33a
176 Ottajo33a 177 thu3isannogo3a?
eeac･stt"zzVfi ls6 ikkaikaoka ls7 daigaikka lss naika{Ie,naXjo lsg daikaga
190 dokeka 191 itsvka lg2 jokadokaine:,jokatarokaine:
193 daigasu?monkal}l lg4 senkoggaa?monkaXll lgs kgttattSija,kvttoja
EEptlltiSSfi 2o6 morota 2o7 kure 2os kureta 2og jattaka

Z6VS')iltllll 241 aigatogowarlta
8352O8 EeE!E.Iltvagij<iliMpaFAtn

dit:tr･¥Jk･Xg$iSl 147 hajo:okiraNja,hajo:okiranka,hajo:okijanka
14s koramo:okijapka,koraokiraoka,hajo:okirapka 14g akekkuijai,
mado:akekkuijanka,akekuijamohanka lso hajo:akepka lsl ikkjanna
152 Y,y+xt,yt,Yiyfxliybv"v*h",y,yfitsy5v"v* ls3 ittod3ane,
598

Xittod3anedo,itttaikandosc ls4 ikananarandodlarai
dess.blt!SeXiEl lss ittojo ls6 oigaittojo ls7 aNhana:migotewai21,

aNhana:migoteko?Zl!,aNhana:migoteko?tfiViE
kig'kbkiE･nSiS2Sl lss ikotSiomotto?,iko?omotto? lsg i?me,ikammeas,
ikando 16o ikoja 161 ikogotSarai,ikogotfaine:,ikogotSa:i
162 ikogo?tamaran 163 ikogotSane 164 ita?moro:gottarai
tkS･1:bl?ss.fikasillSl 16s ittod3anedokai,idd3arost 166 ikantod3anedokai,

ikkjarando,ikand3aroas 167 ×ikkjattod3anedokai,×ikkjattod3aro,
ittod3aroas 16s ×ikkjattatod3aro,itatod3anedokai,ittad3aropt
169 ittatod3aro 170 amed3aro 171 ×thuidasogotJa 172 jokarogotSa?,
jegotSa? 173 jammengotta?g,jammed3arogotra? u4 amed3aijogld3addo,
amed3attsvwajo 17s taketsywane,takejogld3addo,taketsvdo
176 ottagena,ottatsvdo 177 thud3isannogotfaddone,thud3isannogoa?
eema.NESIgEEI ls6 ikkaikanka ls7 daigaikka lss naika,naijo lsg daika
190 dokka lgl tkka lg2 jokadokai,je:dokaine lg3 daigajaimonka
lg4 jarankoggaattsvka,jarankoggaaimonka lgs kuttatsvka,kuttsvja
reiSUijl 206 morota 2o7 kure 2os kureta,kujeta 2og jattaka,kuretaka
esUNS=)iltlfl 241 aigatogowaglna:,aigatogowaflna:

835261 angMR3tsasptJK.wrrpX
th<t.Znt!9ts .st;ilptglill 147 okipka,okirebaje:tojo 14s xokira33inaititSoika,

okirapka 14g akemme: lso madoakenka lsl inna ls2 inna
153 itatSijassendo ls4 ikapaikanna:
whsc.blnygll2Elfi lss igga ls6 ogaittatJi,ogaiddo ls7 koNhanawamigotemo33a
kwt.2EbftiE.tYSIiSl lss ikotomotSoiga lsg imme,ikando 16o igga

161 ikogo?anni: 162 ikogo?addonni:ike2sukai 163 ikogonne:

164 ×ttakkujeoka,itamorogo?anni:

nc･)tskfiS.･fXmaiSf51 16s ikkamone: 166 ikankamo 167 xittadoga 16s itakamo
169 itataro:ne 170 Xame3aigaZ}i 171 ×thuridasosonadiu3addo

172 jokagoat 173 ambegawaridoni u4 ame3arogoaddo21 17s taketsudo
176 ottatsudo 177 diu3isanninitSoini,diu3isannogo?anni

eeRdi.NEEiSgSl ls6 ikkaikapka ls7 dagaikka lss naika lsg daika lgo dokka
191 ikka lg2 jokarokai lg3 jaimonkai lg4 jaraokoggaaimooka,

sottawasuiga lgs kuttJudo
iee/zz/ tEfii 206 morota,Xkujeta 2o7 kujeokadora: 2os jattado: 2og kwasetaka
toVNS' )iltSl 241 jokamoriJiuaigatogowaSi

835374 anftptnilSme3Te
de4).Xilt.eema 147 okija:oka,ok!re 14s okiraoka 14g madooakija:nka,
madooakekkurija:nka lso akeljka lsl (sottSise:)ikkjanna ls2 i?na
153 ikebaikando ls4 ikantonaraN
deft'blI!SereifiI 155 ittojo ls6 oigaittojo ls7 anhananmigotkakot,

anhananmigotfikot
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kk･2EbE9i.ntgeiStEl lss ikotfiomotJet,ikotJiomotsoi lsg i?me 16o ikoja
161 ikogotSavai 162 ikogotrattetamaraN 163 ikogottane:
164 ita?moro:gotSa
iPEES･)lee7S,･{XmaiWfi 16s itta:rodai 166 ikanta:rodai 167 itta:rodai
168 itarodai 169 itata:rodai 17o ame3aro:dai 171 diuarosonaeua:3a

172 jokarogotra 173 bjo:kiraSi,jammeraJi,bjo:ki3aro:at
174 ame3attfuado 17s taketttudo 176 ottagena 177 dituzisannogotja
eeRdi.5EESStlfl ls6 ikkaikaljka ls7 daigaittoka lss naijo lsg daikaga
190 dokkani lgl ikka lg2 jokatokana: lg3 daigasurimopka
194 seljko?gaa:monka lgs kuaddoka
wapt21tSl 2o6 morota 2o7 kvarenka 2os kuareta 2og jattaka
l6U8S')ilZ51 241 aigatornofagemosui,aigatogoasru

835428 gkkMmaptS7tuJJIitP*ftre
faii}'ajitXlt･XS$tEijl 147 hajookeoka{P,hajooki:pt 14s hajookepkaS,hajooki:

ts 14g akenka,akenkajo,hajoaki:jost lso hajoakenka,aki:S
151 (songe)ikuna ls2 songeikutoabunekaiikuna,sopgeikunass
ls3 ikutoikando{le,ikarendo,ikjanarandost ls4 ikapanaraN{ie,

'

ikannaraN

whsc'skl%XSI lss igga,ikutojo:S ls6 ogaigga,ogaikutojo
157 aNhanawamigotti:mund3ane:,aNhanaNmigottikotsust

kk･gbRiS･ngikSl lss iko:omotforu,iko:omutsoru lsg ikandotl1,ikume
nt2 16o ikoja,ikanka 161 ikitene: 162 ikitemund3ane:,
ikitoSitamaraNut,ikiteSitamaraNtw 163 ikitene:,×ikitone:nt
164 itatfimorotet
iPEItig'refiS,'fikmaiSiR 16s ikudonnekafa,iku3aro 166 ikandonneka,ikand3aro

167 ikuto3aronneka 16s itadonneka,itaronneka 16g itaronneka,
itattfaronnekast 17o doiJeName3ado,dofJeName3aroS
171 ×thuddasudone,×amegakuddo,diurugotaru,×ame3ado
172 jokagotaru 173 ambegawaridd3anedokai,ambegawarigotaru
174 aMe3agena 175 take:gena 176 ottattragena,ottagenaas
177 diu3izannogotaru
kl!RS･ma ls6 ikkalkanka ls7 dagaikumoili,dagalkkaftISikff lss naoka
189 darika,da:ka lgo dokka lgl itsuka lg2 jokadokai
lg3 dagasururnuoka9,dagajarumupkath lg4 jarankotsugaarumunka
195 kuttoka,kutttija
}eepttiSISI 2o6 morota 2o7 kurt,kurenka 2os kureta 2og kwaSetaka
MUS･)i}IZIil 241 o:kiN

s3s43o EEE!f7.ltRgtsas±kwrtwee
ft̀it･ajintt ･imaS2Sl 147 hajookt:jaranka 14s hajookire

150 hajoakenka lsl ikkjanna ls2 i?na,ittoikando
154 ikantoikande,ikantoikand3i,ikannjanaranas
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149
153

mado:akekkuijai
ittoikando

tasu'blma 155 ittojo 156 oigaittojo ls7 anhanaWamigotfine:21
kS.aEbRli.nutsEiliSl lss ikokaiomotto?,ikottiomotso?st lsg ikando
160 ikoja 161 ikogotSa? 162 ikogotSa?tamaran 163 ikogottane'
164 ita?moro:gotta?
tlftEE･Jli}lflS･fiimail2Sl 16s ittod3anedokai#tsi 166 ikand3aro 167 ittod3aro

168 ittarodai 16g ittatod3arodai 17o doden amed3arotai,
doSiten amed3arol9gZll 171 thurogotSa? 172 jokarogotfa?
173 jammengotSa?Eigi!;,ambegawarigotra? 174 amed3aigena 17s takegena
176 itagena,ottagena 177 diud3isannogotfa?

ikkaikanka ls7 daigaittoka
reEf!di･iiftE71ZSI
Is6 , daigaikkast lss naika,naike
naijost lsg daika lgo dokka lgl ikka lg2 jokadokai
193 daigajaimonkag lg4 jaraljkoggaaimonka lgs kuttSukaig
}agpttilVN 2o6 morota 2o7 kuijai,kureokalll 2os jatta,kuretast 2og jattaka
'

kuretakast

toUS' )ikifi 241 aigatogowatita

836142 itE!WgvaISwaWti!er
tfat:t･l±:Xltt ･Xma 147 oniranka 14s onirettio 14g akekkure
150 apekkuretJio,anettSio lsl (sotttije)inna ls2 innattio

153 idattisumando ls4 inannasumaN
dede･sk4geiStEn 15s ittojo ls6 onaittojo ls7 anhananminokkakodd3o

kig･tm･tgikiSl lss inonaitJiomoddotojo lsg ioandotr 16o iposa
161 ino?nodano: 162 ino?nadaddetarnaraN 163 ipopadanapa

164 ita?moru:oodda
tES･Ilse!7S,･diknvilZSI 16s ikkoda: 166 inapkoda: 167 ikkoda 16s idakkoda

16g idaddakkoda 17o amedakkoda 171 diuikoda 172 Xjoljarosunara
173 ambepawaikarosunarano: 174 amedatsudapara 17s takkatsunara
176 ottatsunara 177 diudzisannonoddano
ze:EFS.ma 186 i?natpanka ls7 danai?pa lss naika lsg daika lgo dokka
191 ikka 192 jonakkeno: lg3 danasummonka lg4 seljkkopaaimonka
195 kuttattJi:
Ieept:tilist 2o6 moroda 2o7 kureda 2os kureda 2og pasedakka

asVS')21ZSI 241 aipatomosaoemosu
836231 teE!SElt!EttBZgasIsueEer{kk2paAa
dii<S･ !;{iht .IfiljljlilZISI 147 jokamemed3adehajoogirankata! 14s ogirand3i:ta,

ogire 149 madooagekkuje lso agenka,age lsl (sottSi)inna
ls2 sottSiinnatSubattSeNt}l ls3 idajasseN ls4 XigaJiasummohappaZli,
igaJlanaraN

Msu'drma 155 ittojo 156 oinaittojo ls7 aNhanawaminokkamond3a
iftki.siIftiE･itg2SZff1 lss ittJuomo:ttottokoi lsg imme 16o igojo 161 igopotta

162 igopottatamarantaiba 163 igononnaka 164 Xitakkururebatli
}ES.ewes･fiineiliSl 16s ikkamo 166 igankamo 167 ittod3aro: 16s idakarno,
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'

idad3aro: 16g idakamota!,idatod3aro: 17o amed3aronod3ai 171 ×diuddo
I}l,diuroood3at 172 jokaroood3at 173 ambewawarukaropod3at
174 arned3aronod3at 17s takkatSupa 176 ottatSuna 177 diu3isannenod3at
eema･5ZEIiljSZffZ ls6 i?gaiganga ls7 dainaikka lss naika lsg daikana

190 dokkadega lgl ikka lg2 jokadokat lg3 dainajaimopka
194 jaranko?gaaimooka lgs kuttfuoa
EIE¥iiiliJfi 2o6 moroda 2o7 kuje 2os kujeta 2og jattaka

6US')iliEit 241 ainatosanemosu
836382 EliE!il/!1fiiRMJsuWKwrJlltn

fìft･#th･Xill}ilZifl 147 hajookija'okast 14s hajookiranka$
14g akekkurenka$ lso hajoakenkast lsl ikkjannast ls2 i?naas

153 ittoikandost ls4 ikannjanaranme
asde'stISSIZM lss igga$ ls6 oigaiggast,oigaittaddo ls7 migotfihanatSvwa:,

kireanna:as,anhanawakireanna:st
illkk･enI}･R¥illlifiI lss ikottiomotjoggast lsg ikan 16o ikoja: 161 ikogota:
st,ikogotaddonlll 162 ikogoattetamarands 163 ikogotSane'

164 itamoro:gota
ilkS･ig31f/S,･fiknviiSZIfi 16s iddodaiss 166 ikandodai 167 xikkjaddodaiut

168 ittadodaist 16g itSirodaigfi 17o Xamed3a:gaas,amed3aro:st
171 ×diuidasogota 172 jokarogotta 173 bjo:kid3a:gotaddona:g
174 amed3a:genast 17s takegenado 176 ottagena 177 thud3isannogoaddo

ts
kliildi･!SZEIiS2Jiijl ls6 ittokaikantoka ls7 daigaikka lss naijo lsg daika

190 dokka lgl ikka lg2 jokadokaist lg3 daigajaimoljkagst
lg4 dekepkoggaa?monka lgs kuttrvkaist
}eel2ikiifii 2o6 morota 2o7 xkure?mijo 2os kureta 2og jattaka

6LNS' )iSZ51 241 aigatogowaS;ta?IE 1, xaigatomotagemos;taut2
836422 !lutEIvaElJkMIStsZ?MHgTaor
failb･tciE･XS$ISI 147 okiranka 14s okiraljka 14g to:akenka lso to:akeoka
151 i?na 152 i?na ls3 itteikando ls4 ikananaranga

whde'skma 155 ikuga 156 oigaittojo ls7 aNhana:migotfiwai
l;kk･erI9E.ng7SY$il lss ikotriomo?oiga lsg i?me 16o ikoja 161 ikogo?anna:
162 ikogo?attetamataN 163 ikogotSane 164 ttatmorogoa?
IPEES･)Fi3X9S,.fikmaiftiEEI 16s ittod3arodai 166 ika33aro:dai 167 itto3arodai

168 itato3aro: 16g itato3aro: 17o ame3anekane,ame3anedokaine:
171 9;ttSaisonathu3a 172 jokarogotSai 173 bjo:ki3aigotra
174 aMe3aigena 175 takegena 176 ottagena 177 diu3isannogotta?
klFdi･ISZEEivefi ls6 lkkaikanka ls7 xdaiga lss naikajo lsg daika lgo dokka
191 ikka lg2 jokadokane lg3 daigajaimonka
194 ike33atteNgattsuisuiga lgs kuttoka
}eeptk2StSl 2o6 merota 2o7 Xkuretmi7,kurepka 2os kureta 2og jattaka
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asvSDilZiSl 241 aigatogowasu
837247 fiswi.kMETJSaStiE{}wrgeig5Sc
dedX.#th･geilj$:lfl 147 hajookiraoka 14s hajookirapka

14g madooakkekkmureoka lso madooakenka lsl (sotrisai)i?na
152 sotSisaii?towaneka,i?na ls3 ittSaikaoga ls4 ikappanaratojaga
desu･axqSgiSiEE lss ittojtuddo ls6 oigaittojuaddo ls7 anhanankirinakotfa,

kirenakotta
kN.iEbkiE･ngiS2iliE lss ittomotSoi lsg ikaN,i?me 16o ikojaneka,ikaotoka
161 ikogottaine: 162 ikogoaiba 163 ikogotfane
164 Xittakkurrusrebajokaba?ne:
va')Flkfi",'tikmaiSXSI 16s i33aro: 166 ika33aro:,iddoN 167 ittojaddodai
16s ittatojaddodai 16g ittatejaddodai 17o ame3akamo,Xame3akamone:
171 eurigotaddone: 172 jokago? addone: 173 ikenkaattojane:dokai
174 ame3agenado 175 takegenado 176 itagena,ottagena
177 euadzisanogot addo
esEIIdi.NE *iJfi ls6 ikkaikkanka ls7 daigaikka lss naoka lsg daika
19o dokkani lgl ikka lg2 jokarokaine: lg3 daigaswttsvka
194 jarankotgaaimonka lgs kuattrpga
wailZlfi 2o6 morota 2o7 kuirenka 2os kwreta 2og jattaka,kuaasetaka
bUNS' )iSiSl 241 aigatogowasve

839421 iavZkvanjJZmelt
fitit.;:{ilt.iiEilEiSiEE 147 mo:okirambajana: 14s madanetottokahajookiramba,

madanetottokahajookirest 14g mado:aketekurejo lso hajo:akepkakora:,
hajo:ake: lsl (sokosana:pa)ikuna,(sottJisana:pa)ikuna
152 sottSi:ikuna,sokosana:ikuna ls3 ikantojaro:,ikantejaro:,
itatSaikentojaro:,itatJaikentejaro: ls4 ikambajagana:
thsu'blua 155 ikujo: 156 oigaika: ls7 aNhananokireikana:
iekiig.tm.ng2klfi lss iko:toomo:tora:Stll,iko:toomo:toi,iko:toomo:toru
159 ikando: 16o iko:wai 161 iko:gotaina:fa,iko:gotqruna:
162 iko:gotattetamaraN 163 iko:gota:naka 164 Xitatemurawambajana:,
itatemurao:gotaifa,itatemurao:gotaruS
fi#fft')i{XP",'fikmailtSl 165 ikud3aro:,ikuhadzud3a,ikuhadzuja

166 ikand3aro:na: 167 ikuteando:wail,ikutod3ando:wai 16s itad3aro
16g itateando:wai,itatearo:wai,itatod3aro:wai 17o XtabuNamed3ana:,
XtabuNamejana:fa 171 ×diuidaSiso:d3ana:,×thuidaSiso:jana:fa
172 ×jokana:,jokagotaina:tal,jokagetaruna:tll 173 bjo:kijanakakana:,
bjo:kid3anakakana:,bjo:kinogotaruna:,bjo:kinogotaina:
174 amejatfu:wa:{i}>,amed3attu:wa: 17s takkattu:wa: 176 ottatfu:wa
177 thud3idzannogotaina:
eema.MiiSESI ls6 ikkaikanka ls7 daigaikka lss naikai.vsora:.v lsg daika
190 doke:ka lgl itsvka lg2 jokatokana: lg3 daigajaimonkafa,
‑ 603 ‑

daigajarumonka lg4 jaraljkotogaaimookaEiif,jarankotogaarumopka
195 kuitSu:te:{l},kurutiu:te:
}eepttiM 206 moro:ta 207 kure:jo 2os kureta 2og kwatltaka
ISVS')ilVil 241 aigato:godzaimo:su,aigato:godzaimo:fita

924994 eevakvaEeE!P.kas+UNtp2Ug
di)(().Xitlt.geimen 147 hajo:okejapkana:{e,hajo:okepkana: 14s okejapka,

okeoka 14g madoaketekueokana,madoaketekue lso akeoka
151 (sotttipi)ikuna ls2 sotttipiikuna ls3 id3a:ikanro:
154 ikaJia:na:N
dede'skngStEfil 155 ikapa: ls6 oinaikuro: ls7 anohana:miootokana:
keq.th)E･ngilXEII lss iko:teomo:to? lsg iko:gotanaka 16o ike:ja
161 iko:gota? 162 ikibofikana:,iko:gotatetama:N 163 iko:gotanaka,

ikibotu:naka 164 ittemoe:boSika
?EEe･tsWl",･fikmaiSZ51 16s ikuro: 166 ikand3aro,ikand3aol 167 ikud3aro:na:
.H.:,ikuro:refi 16s ittad3aro:#.,irao:reJ7I7 16g irao:re]Ii,ittand3aro:#.

170 XtabuNamed3ao: 171 thuiso:d3a 172 Xjokaiso:piatta,jokaiso:d3a
173 bjo:kid3anakaka,bjo:kid3anakao:kai 174 amed3ateju:nana:
175 takkatSu:na: 176 otatSu:na: 177 diud3idzannonotoanna:
ealdi.MEstltlfl ls6 ikukaikaoka ls7 dainaikka lss naika lsg daika
190 doke:ka lgl itsuka lg2 jokakana: lg3 danaja:monka

194 Senkotonaa:monka lgs kvtttu:ka
ESptectilgSl 2o6 mo:ta 2o7 kue: 2os jata 2og jataka

asUS')iSllfi 241 aripato:

931167 ee!fZkvafie,Easaneri}<va
fS}i<b･XLlt･Xia$glfl 147 hajookiraljka 14s hajookijapka 14g mado:akepka
150 mado:akeljka lsl (sottSiJia:)idda ls2 !nna,idda ls3 ittoikando

154 ikapa:najantejona:
whde'bl4fireSl 155 iddo ls6 nnaittojaoa ls7 anohanawakireka
esIS･2IlbEiS･ngiSiSl lss ikotfiomotfottojaoa lsg ikando 16o ikoja

=,Et

161 ikonotaru,ikonotoambatte 162 ikonotoattetamaaN
163 ikonotSanaka 164 itatemoronotaaru
IIfES.)SYS.･fikee2vafi 16s i33aro: 166 ika33aro: 167 Xittajaro: 16s itta3aro:

169 itatojaro: 170 ame3aro:,amejaro: 171 thuisojana: 172 jokanotoa:
173 nuainowakkapo?aru 174 amejatluna 17s takkatojatSunai
176 itattu:wai 177 diu3tsanninitfotttunai
eaIS･5iliEiltlfl ls6 ikkaikaoka ls7 da?oaikka lss nanka lsg dakkapa
190 dokka lgl ikka lg2 jokatokana: lg3 daonajakka
194 ja:pko?naammonka lgs kutttija
IIgljptsiiSVil 2o6 morota 2o7 kuje 2os kujeta 2og jattaka

foUSOiSgel 241 aioatopowasuna:
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931346 ltE!IlkXfilliElfiSMptiiwrLtp

fi4}.tLIIt"h.ma 147 magonkohajookiraljkajo 14s hajookire
149 wago:na:kad3eto:tigawarikaratowoakero
'
wago:na:kad3eto:rigawarikaratowoaketfekoijo
lso napo:Sijottokahajoakepkaja:itl!
lsl (wago:na:)abunakkara(soke:)ikunall! ls2 sokosanaikunajo
153 itattaikepga ls4 ikambad3a
wtas.ski!geliESI lss ikutojo ls6 oigaikutojo,oigaikugotonatttoruXll

157 anohananobeid3okakototr1,anohananokireikanatr2
kwt'tm･me$NSI lss iko:toomo:tJoru lsg ikaN,iko:gotanaka21!
160 iko:ja: 161 iko:gotaruna: 162 iko:gotattJetamaraN
163 iko:gotanaka 164 itatfemuraWo:gotaru
va')ISgeS,･fff‑il!JifiI 16s ikukoteijoSXII1,ikuro:Zli2 166 ikanro:dzujo

167 Xikutod3attamone: 16s itakote:jo?ll,itaro:jo 16g itatod3aro,
itatod3arowai 17o o:kataamed3aro: 171 diuro:gotaru 172 jokaro:gotaru
21il,jokagotaruZli2 173 jamugotaru 174 arned3atSu:wai
175 takkatSu:wai 176 ottatfu:wai 177 diud3idzannogotaru
EifS.ptffSeEII ls6 ikkaikanka ls7 daigaikka lss nanka,naoka.vsora.v
189 daika 190 dokka: lgl Xhaito lg2 jokatokana: lg3 daigasuimonka{F,
daigajaimonkata! lg4 jatttemisuita!1,jattremisura:Zl!2,

dogantemojarambad3a213 lgs kvtttu:kai
I!IEpt!twh 2o6 moro:ta 2o7 kure:,xnomafe: 2os kureta 2og tsaSltaka
asUS' )iSiiSl 241 aigato:godzaimo:tita
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文章による注記

1．ここには回答に加えられた注記のうち，略号で示すことのできなかったものを地点ごとにまとめて挙げた。資料
一覧の各回答語形に付けた注記の略号で「注」としたものの具体的内容を示したものである。
2．地点の配列は地点番号に従って，番号の若いものから順に並べ，各地点の中は質問番号に従って，番号の若いも

のから順に並べた。この点，資料一覧の回答語形の配列と同じである。質問番号と地図の対応は，資料一覧配列
図を参照のこと。
3．注記の内容が誰によるものであるかを次のカッコで区別した。
〈

〉……主たる話者による説明

〔

〕……参考話者による説明

（

）……調査者による説明

4．原則として調査者の報告をそのまま転載したが，必要に応じて表現および語形の表記を改めた部分がある。

022896

152〈声を大きくする。〉，155注1（「行くから」の意。）注2（「行くよ」の意。），157（k

jurasaは

使わない。），161（「行きたいのだが」の意。）「，162（両者とも「応じられぬ」にもとつく。），164（？id3i：の代わ

りに？030t∫iをつかうと敬語になる。），174〈この方がいい。〉，ユ93（∫uriは不自然で，言わない。），195（「来
るのかな」の意。），206〈もらってあること。〉，208〈k

意。k

urItlnaは不自然。〉，241＜明治の人の言葉。＞

024688
くわカ

urlti？aqkutu（クレテア1にと）。〉，209．＜「食べさせたか」の

154注1〈「行ッテコナクテハ」の意。〉注2〈これが154の意にあてはまる。〉，155（終止形意志。），ユ56注1

〜。〉注2〈オレワ〜。〉注3〈オレゾ〜。〉（係連体形結び。），161〈自分の思い。〉（cf．？ikbu∫arは他人のことなど

について言及するとき。），162（連体形一弓で中止して，続くと強調表現となる。），171（確認表現。終止形で，「ふ
りそう」の意。），172〈係助詞連体結び。〉，173注1くたしかに，確かめ。〉注2〈見ていて。〉，174注1（「雨ッテヨ」の
意。）注2（「雨トイッタヨ」の意。），175〈「高イッテ」の意。〉，ユ77注1〈確かめ。〉注2〈見ていて。〉，192＜人に聞く言い
方。〉，193〈ダレカ
209注1（「タへ

024731

ス〕汐

ローカの意。〉，194注1〈意志の言い方。〉注2〈予定，決定の言い方。〉，195〈来ル功の意。〉，

サセタカ」ということ。

）注2（「タベサセタカナ」ということ。）

147〈少し余裕のある言い方。〉，155（決まっている。），164〈依頼。〉，168注1（「行ってきたろ

う」の意。）注2（「行ってきたかもしれぬ」の意。），171〈空などを見ていて言う。〉，174〈報告の言い方。〉，175〈報

告の言い方。〉，192注1〈一人でつぶやく時の言い方。〉注2〈他人に尋ねる時の言い方。〉，193注1〈応答。jaruは使
わない。〉注2〈報告。jaruは使わない。〉注3〈jaruは使わない。〉注4〈係結び。

jaruは使わない。〉注5＜スルハズハナイの

意。jamは使わない。〉，194〈是非なしとげるという気持ちを表す。〉，195〈驚いた時の言い方。〉，206〈報告。〉，
208注1〈「取らせた」の意。〉注2〈一人で思う。〉注3〈会話で，報告。〉，209（k

ur1＝tlnaは人間にやるときだけ

使う。），241（？ubukuigana∫iは他家でご馳走になってお礼を言うときのことば。）

024801

148〈よいことばではない。〉，149〈依頼表現。〉，150〈腹が立って言う場合。〉，152くこの方が

きつい言い方。〉，155〈「私も行くよ」の意。〉，156〈強い，はっきりした言い方。〉，157注1（kuηhanaju㎜a？aη
hanajakjorasariは冷静に比較し，客観的に述べる。

あの花はきれいと思う」。この場合k

wantus

I

r

l

ba？aηhanajakj

orasa弓（ja：）「私の考えでは，

jorasariも使えないわけではない。）注2くこちらがよい。〉（kuηhanaj㎜a？a

りhanajakjorasariは冷静に比較し，客観的に述べる。

あの花はきれいと思う」。この場合，k

wantus

l

r互ba？anhanajakj

orasa弓（ja⇒「私の考えでは，

jorasariも使えないわけではない。〉，160注1（「行って来ようね」に相当。）

注2（「行こうね」に相当。）注3（「行かないか」に相当。），161〈「行きたいのだが」に相当。〉，169注ユ＜「行ったのだ

ろう」に相当。〉注2〈「行ったよ」に相当。〉，171注1〈自分一人で考えていて言う。〉注2〈空模様を見ていて言う。〉，
172〈強い表現。〉（係り結び形。），173注1（病気ではないか。）注2〈見ていて言うとき。〉注3〈自分で思うとき。〉，

一606

176〈「居ったそうだよ」の意。〉，177注1〈「富士山に似ているね」の意。〉注2〈「富士山のようにしているね」の意。〉，
192注1〈ヨイカナの意。〉注2〈ヨクハナイカナの意。〉，193〈「ヤル」に相当する語は無い。〉，206注1〈もらって有る感じを言う。〉

注2〈方言としてはmurataよりjita：の方がいい。〉，207注1〈「くれないか」に相当する。〉注2〈「くれ」に相当す
る。〉，208〈結果，自分は持っていない。〉，209注1〈「食べさせたかな」の意。〉注2＜「食べさせたか」の意。＞

027597

147〈？idaは「早く」の意。〉，148（きびしく言う。）〈147と同じ表現。〉，149＜jaduは「窓」という

こと。〉，150注1〈きびしく言う。〉（149と同じ言い方。）注2〈請求・詰問の言い方。「あけないのか」の意。〉，158くこ
ちらの方が強い意志をあらわす。〉，160〈「行ったらどうか」に相当。〉，ユ66〈「行けないだろう」の意。〉，167（「役

場へだろう」にあたる言い方として，jakubaka：d3aro：，jakubakand

3

aro：がある。），169（この方が確実性の低

い言い方だそうである。sare＝に「多分」の意味がふくまれているとのこと。），170＜こちらの方が未確定の言い方。
sare

lに「多分」の意味が入っている。〉，208注1〈「やったよ」の意。〉注2〈「やった」の意。〉，209〈標準語の直訳的

な言い方。＞

027651

147注1〈「起きなさい」の意。〉注2〈「起きてごらん」の意。〉，148〈語気を荒々しく。〉（147と同じ

形。），149注1〈「あけなさい」ということ。〉注2〈「あけてごらん」ということ。〉，150〈荒々しく言う。〉（149と同じ

形。），152〈語気を荒々しくする。〉（151の回答と同じ形。），153〈「行っては」はidzljaと言う。〉，154＜井之川で
は？ikamas

l

mari。〉，155注1〈「行く」ということ。〉注2〈「行くよ」ということ。両者は同じように使う。〉，157〈自

分に雷うとき。相手に「美しいねえ」と呼びかけるときはkjura＝ja：と言う。〉，158〈ikjunts

iは「行くと」に相

当。〉，159〈「行くとは思わない」「〜と思っていない」の意。〉（分析的な表現しか出ない。なお，「行くか」ときかれて，

「行かない」と答えるとき，？ikibaと言う。），161（適当な助詞が見つからない。なお，相手にむかって言うときは
？ikit∫a【ja：。），164〈「行ってくれたほうがいい」の意。〉，167（165と同じ形。

jakubakats

i

sare「役場へだろ

う」という言い方もある。），169（ただし「行ってきただろう」という形。168と同じ形しかないはず。），170（「雨が
降るだろう」などの形が出たあとで誘導。「たぶん」ということばはNR。），171〈「降りそうだな」の意。〉，172（「よか
りそうだ」の意。），173〈「ぐあいが冒そうだ」に相当する。〉，177〈ni∫uiは「似てる」の意。〉（例えばgaid3inni∫u
iは「外人みたい」，matsuni∫uiは「松のようだ」の意。），193くこれは「スル」を使った形。「ヤ1レ」は用いない。〉（「ヤル」は用

いない。），194〈「いかなることがあってもするよ」の意。〉，208注1〈「あげた」の意。〉注2（クレタという形か。この場
合にjarats
ts

1は用いない。

iやk？ut

029466
033080

jarats

iは「鉢を〜から〜へ移した（やった）」という時に用いる。），209（この場合にjara

1を用いない。208参照。）

208＜念押し的。＞
154〈「行かなければなりません」の意。〉，155〈予定。〉，156（waηdu？ikjuη（？ikjui）は，「他

の人ではなく，おれが行く」という意で，複数の中から一人だけという場合。），157注1くこれが一番よい。〉注2〈「き
れいだよ」ということ。〉，162〈止むに止まれぬ気持。〉，167〈確定的な言い方。〉，177＜「富士山のようにもしてい
る」の意。〉，241注1〈同等に言う。〉注2〈目上に言う。〉注3〈いちばん丁寧な言い方。＞

071750

148〈こちらを使う。〉，150注1〈開けれないんであればこう言う。〉注2〈少しやさしい。〉注3＜乱

暴。〉，160＜beを使うこともある。このへんでは使う。私も使う。1

пC161（「行きたいなあ」の形では出ず。），165

〈ガーを使う。〉，166〈ガーがつく。〉，169＜ガーとカーがちょいちょいある。その時の調子でカ
いはない。〉，171（imahas

一ともカーともなる。ちが

iηu［ameは「今バーすぐ雨が」の意。），173〈朝晩声をかける。〉，193（「誰がやるものか」

の形は出ず。），241＜だれに対してでも使う。＞

072421
072495

195（「来るそうだ」の意。），241＜珍しいものをもらった時のお礼。＞
160〈自分は言わないが，他の人は使う。〉，167（？）〈イクノダローは使わない。〉，171＜フルェンタタ

は使わ

ない。＞

074669

ユ47〈こちらの方がおとなしいんでないだろうかね。〉，148（いくぶん口調が強くなる。），156〈ワ

シということもある。男同志ならオレ，女の人ならワシというかもしれない。〉，158くどちらも使うかもしれない。〉，
159（「行くまい」は出なかった。），165〈べはあまり使わない。〉，175〈こちらをヨケー使うんでないか。〉，176＜この

一607一

ようにも言うかな。〉，206〈父は「モロタ」と言う。広島弁である。〉，207＜友だちにはこう言う。友だちならこう言う。＞

077680

155＜威勢よくこう言う。＞

077688

148〈少し口調が荒くなる。〉，153（igenaijoということばはなかなか出ない。参考話者安井氏は

〔安井イッタライケナイ〕と言うというが，話者は，それは先生のことばだと言う。），156〈このように威勢よく言ってか
ら。〉，158（「思ッテ仙」の形得られず。），159（「行クマイ」の形得られず。），165（行クタ
イタ

ロウの形得られず。），166（行カナ

ロウの形得られず。），167（行クノダロウの形得られず。），168（「行ッタダロウ」の形得られず。），169（「行ッタノダロウ」の形

得られず。），170（「雨ダロウ」の形得られず。），171（降りソウダの形得られず。），172（「良サソウダ」の形得られず。），
173（「病気ラシイ」の形得られず。〉，174（雨タ

ソウダの形得られず。），175（高イソウダの形得られず。），176（イタリウタ

の

形得られず。itatojo：はitadojo二にも聞こえる。），177（「富士山ノヨウダ」の形得られず。），194くめったにないか
らわからない。＞

077988

148〈ふとんをはがして無理やり起こす。〉，150注1（孫と一緒に住んでいない。）注2（もう少しき

びしく言うときにはと尋ねて得た回答。），154〈イカンハ

ナラン，イカンナランとは言わない。若い人はイカナイハ

ナィと言う。〉，159

（「行くまい」は出ない。），173（自分自身のことに勘ちがいか。）

084033

148〈孫は学校があるから。〉，149（k町eと言ったあとkereと言い改める。），151（zoと言ってか

らdoと言い改めた。），152〈これより他には言いようがない。〉，171〈〜ソーダが本当だが〜ソンダと言う。〉，174＜ふ

だんこちらの方が多いのではないか。〉，194（話者は大変長く考えてから，ちょっとわからないと言う。），207〈や
をそえると親しみが出る。＞

089441

148〈口調を強く。〉（okire，

okiroは言わないらしい。），150〈口調強く。〉，152〈声が大きくな

る。〉，159〈「行くまい」とはならない。〉，160〈「ペー」は使わない。〉，165〈タフ

ンとは使わない。〉，170（「たぶん」

は出なかった。165，166参照。），193（話者が少し疲れてきたため出た回答？。）

116962
121388

189（「誰でも」に相当。）
147〈「もう時間だよ」の意。〉，148注1（単数形。）注2（複数形。）注3〈「なぜそんなに長く寝てい

るのか」の意。〉，150〈「なぜ開けうというのに，開けないのか」という意。〉，151＜「行ったらいけないよ，いい子」

の意。〉，153〈複数形。〉，156注1〈自分が行くと決まっている。〉（この文ではpajui，？ikjuiは使用できない。）
注2くはっきり自分が行く。〉（係結び。この文ではpajui，？ikjuiは使用できない。），157（「〜だよ」の意。），159
（この文ではpajad
（？ikad

3

3

i，？ikad

3

iは不自然であると言う。回答語形は両者とも「全く〜しない」の意である。），166

iはこの文では使えない。），167注1〈「行くのではないか」に対応。〉注2〈「行くのでしょう」に対応。〉，

168〈？id3a：は，？id3ijaが縮まったもの。〉，170注k「たぶん」は，？a【，te：ge：のどちらでもよい。〉注2
〈「雨らしい」ということ。「たぶん」は，？a：，te：ge【のどちらでもよい。〉，172注1〈「ましのようだ」の意。〉注2
〈「良さそうだ」の意。〉，173〈「病気をしているらしい」ということ。〉，174（「雨であるらしい」の意。）

123172
124149
125059
125104
125127
126068
126116
126122
126192
127105
171871

148（語気を荒げて。），150（語気強く。），167（？）
241＜目上に言う。＞

187（？it∫uraの言いあやまり。＞
241（借用語である。）
148（語気荒く。）

241注1（目下に言う。）注2（目上に言う。）
195（「来るってよ」の意になる。）
159（「行ってはならぬ」に対応。），209（「食わしたか」の意。）
152（「行くのか」に相当。）

170（「雨降るだろう」の意。）

152〈語気を強める。〉，159（同席の夫人は［ikanaiikanaimo：ikanai］と言うと言うが，話者はこ

う言うとのこと。），187（タルガではなく，ダレカと答えた。）

一608一

173928

147〈幼稚園に行っている，小さい孫に。〉，148注1くいちばん小さい孫に。〉（kent∫aNは名前。）

注2〈大きい方の孫に。〉，153〈イケナイと言わない。〉，154＜「イカナイハ

ナイ」とは言わない。どこの国の人だか，そう言う

人もいる。〉，155〈親しい友だちなら言うかもしれないが，一般の人にはモチロンはめったに使わない。〉，156＜ワタシと
は言わない。〉，157〈ウツクシイは使わない。〉，159〈「イクマイ」とは言わない。〉，161（イキタイナーの形では出なかった。），

165＜「へ

」を使うこともあるがあまり使わない。まったく親しい人，オヤコ（親戚）みたいなもんであれば，べを使うこと

もある。〉，167〈べは使わない。〉，171（ダまではっきりとは答えなかった。），175＜ソーダは使う場合もあるが，私
はラシイと言う。直接見ないので。〉，194〈「ヤラナィコトガアルモノカ」という人もあるが，私は言わない。立派すぎる。〉（共通語

的？。），207〈クレとは言いづらい。〉，208〈アケ
注2＜遊びに。

タ，クレタではなくて。〉，241注1〈謝礼としてもらったときに言う。〉

＞

174381

149（daresoreは具体的な名前を言う。），155＜mot∫iro

Nはっけない。＞

174755

155〈mot∫iro

175604

157〈utsuku∫i：とは言わない。〉，177〈〜jo：daは言わない。〉，194（jaranaikotoηaarumono

Nは使わない。〉，160〈igubeは使わない。〉，172〈josaso：daは使わない。＞

kaは長く考えていたが使わないと言う。），207〈kureは使わない。＞
177072

150注1〈アケ対イは使わない。〉注2〈怒った時に使う。アケナサイは使わない。〉，156＜カ。をつけることが

多い。〉，192〈今も使う。＞

177845

149〈アケ

イは使わない。〉，157〈女性が言う。〉，159〈老人が言う。〉，166〈目下の人に対し

て。〉，169注1〈目上の人に対して。〉注2〈目下，友人に対して。〉，208（岩手南部出身の人が言う。）
179454

151（やさしく言う。），153〈イケナィとまでは言わない。〉，154（イカナキャナラナインダか。），159＜「イクマイ」

ではなくて。〉，168〈友だちにはこう言う。〉，170〈アメダローとは言わない。〉，172（はじめ，話者は「ヨサソーダは使わ

ない」という説明であったが，更に質問するとこの回答も得られた。）

180180

157〈こう言ってうなつく。ja＝ho∫i：na：という気持になる。〉，162〈このように言いきる。〉，

174〈人に言う場合。〉，190（ドッカニのように聞こえる。），206〈ふつうの人にはこのように言う。〉，207注1＜クダサイ
とは言わない。〉注2〈友だちに言う。クダサイとは言わない。〉，241＜目上の人に言う。＞

180712

148〈両者は意識的に使い分けることはない。両方使っていると思う。〉，150〈アケレとは言わないと

思う。口調が荒く，語尾をちょっとあげる。〉，152〈語尾が強いけれども若干下がる。〉，154〈イカナケレハ

とは言わな

い。イカナキャナイでなくてイカナキャナラナイと言う。〉，156〈これだけですます。「行く」とまで表現しない。〉（いろいろ条件を説

明した上で。），157〈ウツクシイとは言わないでキレーダと言う。〉，160＜親しい友だちに対して。こういうときには「へ

」が

はいるかもしれない。〉，163くぶっと切る。〉，164〈できるだけナーをつける。〉，165〈語尾をあげる。〉，166〈語尾
を下げる。〉，167〈語尾を下げる。〉，168〈語尾が下がる。〉，169〈若干疑問詞的。語尾が上がる。〉，170〈私だけ
でなく，これもよくナーを入れる。推測のときにソーダローナー，ソーデナイカナーとナーがはいる。〉，172〈語尾を下げて切る。〉，

173〈「リ㌧」がはいる。〉，174〈語尾を下げてフ。ツッと切る。〉，175〈効イの部分にアクセントをもっていく。〉，208＜〜タにア

クセントをもってくる。〉，241注1〈親しい人に言う。〉注2〈あまり親しくない人に言う。＞

183520

148注1〈人によっていろいろ。孫に言うのと子供に言うのとではちがう。〉注2〈息子に言う。〉，

149〈（頼むというよりも）命令的なことば。〉，150（口調がややきつくなる。），152〈151より語気が強くなる。〉，
153〈こちらの方が少し強くなる。〉，156〈私は，wata∫i，

bok田を使う。同僚同士ではオレを使っている。私はオレを

あまり使わない。ここ一般ではオレが多いと思う。〉，167〈言う人もある。〉，188〈大人には言わないが。〉，208注1
〈孫にはこう言う。〉注2〈少しいいことば。他人にはこう言う。〉，209＜アゲタカとは言わない。＞

185185

148（両親の四国弁の影響。hajakuokireとは答えなかった。），150注1（叱責的な口調で。）注2くこ

れはまだやさしい言い方。〉，156〈ikundaとは友だちには言わない。〉，158注1＜四国弁ではこう言う。こっちが出
やすい。〉（099には「田中ユー人」のト抜けが出ている。）注2〈北海道ではこう言う。〉（099には「田中ユー人」のト抜けが出て

いる。），159〈「行くまい」とは言わない。〉，162（両親の四国弁の影響。），163（両親の四国弁の影響。），168（誤
答。），169〈「べ」はあまり使わない。〉，170〈疑問的なときには「へ
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一」を使わないと思う。「べ」は親しい友人，家族

に使う。〉，171〈Furiso：daとは言わない。〉（〜naで終止形相当と思われる。），172（共通語か。），173＜疑問ふう
みたい。bjo＝kidabe（尻上がりに言う）と言うと，病気にきめたことになる。〉，175〈純然たる北海道ことば。〉，
186〈友だちどうしの場合こう言う。〉，188〈四国弁でしょうけど。〉，206（両親の四国弁の影響。），207〈親しい
友だちにヤーをつける。〉

〜86554

147〈まだやさしい言い方。〉，148〈こちらが強い。〉，149くあまり強い言い方ではない。〉，153

（「そっちへ行っては」の部分は出なかった。），168（ittadaro

186821

l

kaを修正。）

148（多少大きい声を出す。），151（やさしく言う。），153〈いきなりとめる言い方。〉，155＜く

りかえして言う。〉，159（「行クマイ」の形得られず。），164（行ッテモライタイの形得られず。），165（行クダロウの形得られ
ず。），166（行カナイダロウの形得られず。），167（「行クノダロウ」の形得られず。），168（行ッタタ
（「行ッタノタ

ロウ」の形得られず。），170（タフ

ロウの形得られず。），169

ン雨ダロウの形得られず。），171（降りソウダの形得られず。），172＜「良サソウダ」

はあまり使わない。〉，173〈「病気ラシイ」というように直接的には言わない。〉，174（雨ダソウダの形得られず。），177
〈「富士山ノヨウダ」は使わない。〉，208（k町ete＞kede。）

192005

152〈強く感じるのではないだろうか。〉，159〈イクマイとは言わない。〉，171（φulriso：daはフルソー

ダにも聞こえる。），173（war田i〜の［r田］は［ri］とも聞こえる。），207〈1本とは言わない。〉，208（友達が「くれ

た」という意の誤答か。），241＜食べるものであれば，こう言う。＞

194262

147〈孫にokireとかmadaneter田とか言うことは，まずない。〉，153〈そんなにやさしいことばは

使わない。〉，241くもらった時には丁寧に言う。＞

206807
207220
207625

209（尻上り音調。）
173（直訳すれば「あの人は駄目ではないだろうか」となる。）
157（「ああ！あの花の美しさ」ということ。），164（対等以下の者に。），170（「たぶん」という単語

はない。），175＜語源は「高さる様子」。＞

207698

195〈「吹くんだって？」の意。〉（台風は「風」（kad

3

i）と言う。「風は吹く」とは言うが「風が来る」とは

言わない。），209（「食わしたか」に相当。）

208603
208660
215121
215151
270162

241＜目上に話っ。＞

241（対等の人に言う。）
167（「行くのではないだろうか」の意に対応する。
209（尻上り音調。）
166〈ikanaibeは：言わない。〉，173＜bjo【kira∫i

【とは言わない。〉，176＜itaQtejo：は言わな

い。〉，241注1〈目上の人へ言う。〉注2＜親しい人へ言う。＞
272025
フ

152〈ソッチサとは使わない。〉，159〈「イク

マイ」とは言わない。〉，165〈イク

ベーは使わない。〉，170〈「タ

ン」は使わない。〉，195〈クルッテカ㌧は使わない。＞

273406

工50〈アゲレより厳しい言い方。〉，ユ54〈イカナケレハ

ナラナイは言わない。〉，158（？〉，241＜目上の人に使

う。＞

274386

148（最初のkonodog

1は「こんな時」の意で使ったらしい。それにしてもkoQtaradog

1「こんな時」と

いう表現になるはず。），171〔主に女が使う。〕，174〔主に女が使う。〕，209〔やさしい表現。〕

275456
276481

170〈古くから使用。〉，176＜昔話の際の言い方。＞
148くと言って蒲団をガパッとはぐ。〉，150（「あ，そうか，そうか。あけないならいいよ，いいよ。

爺ちゃん（自分）があけるから」ということ。このように言うことにより（逆接的に）孫はあけることになる。），156
注1〈親しい友に。〉注2〈一番妥当な答。〉，173（［jameto］は昔使った。）

276513

166（？〉，194（？），209（？）

277197

163（？），165〈どちらの表現が適当か自信がない。〉，ユ86（？），194（？），195＜どちらの回答も使

用し，多少の差はない。〉，208（？）

一610一

277275

151（？）

277312

154〈na

N

n巳が省略されてnεとなる。〉，156注1（？）注2（wamoeg山の言い直し。）

277521

149（？），158（jeg曲と発音したのでそのまま記す。），173（jametoは「病い人」の意。このように

しか表現しないという。），192（？）

278451

156（？），174（？。amedadzεが適当。）

278515

149（daredogaは「誰か」の意。実際にはふだん呼びなれている孫の名が入る。），173〈長期間，病

床にあった際。＞

279038

279157

155（？。eg曲が正しい。），161注1（？）注2（一番妥当な答。），163（？），195（？）

173〈話者よりもっと高齢者の表現。〉，192〈妥当を表す。〉，195（？），241注1〈時々もらうよう

な相手の場合に言う。〉注2〈特別の客からもらう場合に言う。＞

279225

150（？。agedekerod

279304

147（話者は調子を柔らかに言った。），148（話者は調子を強くして言った。），149（話者は調子

3

aの代りにageroかagenagaという表現となるべきである。＞

を柔らかに言った。），150（話者は調子を強くして言った。），156注1（？）注2（一番妥当な表現。），157〈女の人の
使用多い。〉，170（？。話者はこの表現を捨て切れないらしかった。），174（？），208（？）

279415
282249
360946
364973
368882
368956
370152
370237
370448

153〈正しい言い方。〉，154〈eganebaaneをゆっくり言った場合。〉，157（？）

147注1〈他人の子供に対して言う時。〉注2〈自分の子供へ言う時。〉，173＜〜entadaは使わない。＞
155（？＞

157（女が使う。）

149注1〈やさしい表現。〉注2〈命令的。＞
157（「良いこと，良いこと」ということ。）
157（最初の「aha：」は「a：」とも言う。）

157（？），164注1〈一人でつぶやくように言う場合。〉注2＜対話の中で使用。＞

147＜日常生活で質問文のようなことはありえない。つまり，いつまでも寝ている孫に向かってや

さしく言うことはない。〉，159注1（？）注2（こちらの方が正しい。），207〈親しい友達には「くれ」の部分を表現しな
い。〉，241注1〈ar

370592

1ηatoは殆ど聞こえぬように言う。〉注2＜聞いたことがある。＞

147〈takatos山は話者の孫の名。〉，148〈takatos血は話者の孫の名。〉，170〈小さい子へ言う時

使う。＞

370681

147（話者は語調をやわらかく答えた。），148（話者は語調を短く高く強く答えた。），152（話者

は高い声の調子で答えた。），170〈この場合「たぶん」に相当することばはない。〉，192＜話者が子供の頃，老年層の
人が多く使っていた。＞

371070

149〈頼むとき。〉，152〈声を高くして言う。〉，156〈最後はデでもレでもどちらでもよい。〉（レは

かなり破裂がはげしく，デに近く聞こえる。），168注1〈確信がある。〉注2〈うたがい。〉，173注1〈人と話すとき。〉
注2〈1人のとき。〉，174〈親しい人や目下に言う。〉，189（「ダレカ」の転託したものか。），241注1〈「過分」の意であ

る。〉注2＜kambokamboより丁寧な言い方。＞

371495

147（「としちゃん，もう時間だよ。学校（が）遅れるから起きなさい」ということ。），148注1〈話者

個人の場合の言。〉注2〈一般的だろう。〉（「起きろ，なんだもんだ，お前」ということ。），149（「何か，お爺さん（自
分）（が）煙草（を）飲んで，ほら，煙（が）はあもう一杯になったし，としちゃん窓（を）あけて下さいよ」ということ。），

150（「あれ，さっきも言ったろう。返事もしないでお前は何だもんだい，早くあけろ」ということ。），158（？），177
＜この表現もありそうだ。＞

372070

159（〜omo

t

tedaは〜omouで切れるべきもの。），175（共通語の影響。＞

372111

153（若年層。ただしこの方が語源に近い。），158（不確実性が強い場合に使う。〉，163（kはgに

も聞こえ，tはdにも聞こえる。）

一611一

372242

148（語気を強める。），152（語気を強くする。），167（s曲をつけるとていねい。）

372331

150（agenεnonaは「開けないのか」という意。），152（「行くなといったら行くな」の意。），173

注1（jamεtoは「病人（やまいびと）」か。）注2〈第三者に問いかける時。〉（jam
の助詞。），177（φu」to−dz曲は「ひとじ（一字）」ということか。

e

toは「病人（やまいびと）」か。

naは疑問

cf．人はφ賦。。），186〈「行けるか…」の意。〉，

187（「行けるか」の意。），195（ger田は「言う」。）

372549

158注1〈近い将来の気持。〉注2〈旧すぐの気持。〉，ユ59＜両者の前にso【de：をつける。「決し

て」の意。〉，167注1〈見当がつく。〉注2くはっきりしない。疑いの又は推量の気持。〉，170＜「フル」を付けて言うこと
が多い。〉，171〈前もっての予想に使う。〉，172注1〈推定。〉注2〈たしかな気持が強い。〉，173〈「病人」のこと。〉，

174注1〈やや多い言い方。〉注2＜一部，三陸海岸のことばが入った。古い語形で，今ではamedadzo
た。〉，176注1〈やや多い言い方。〉注2〈gtaddadza

a二に統一され

l又はetattadz曲に同化した。〉，177＜ゴッタは使わな

い。〉，208＜例えば自分で買って与えるような時。＞

372668

152〈念押しの気持ちがある。〉，161（ikgItε＝na：は銚￠1te：na：にも聞こえる。），165

〈確かさ大。〉，170＜確かさ大。＞

373043

147〈haja底u！o底Ireよりやさしい。〉，164〈相手に直接。〉，172＜i・attene・bekaより自信

がある。〉，187〈daeよりda：が多い。〉，192（ナンの部分は，高く平らなイントネーション。）

373138

162（Igid記guteo

3

asaen

e【はあまり使わないが。），163（Igidegun巳d田，エgid詑gun

e

d記

の形もあると思われる。），191（hajekoroはだいぶ以前であるときに言う。），192（i：monのnは軽く発音される。），
194（回答不正確。），208（低い平板アクセント。）

373331

155（意志の表現。〉，156（意志の表現。），159（「行く気がない」の意。），171（本来の言い方。）

373414

148（konasia：は「この童は」の意。），149（〈ナマエ〉の部分は具体的な名前が入る。名前は呼びす

て。），153〈こちらの方が強い表現。〉，162（「行ぎ」の「ぎ」は唇91のような音か。），163注1くつぶやくような時。〉

（eg曲noのg曲はヒG1か。まさつが入る。）注2〈返事など。〉，165注1〈推量的。〉注2〈確からしさあり。〉，171
〈この前に「今ニモ」を付ける要あり。〉，175〈「〜と言っている」のような言い方。takε：dz曲naとだいたい同じ。〉，
190〈「ト

373577

コカニ」の意味もこれである。〉，207〈ちょっと目上に。〉，209（eはeにも聞こえる。）

158（〜da：は「今思っている」気持。），168注1〈あいまいな時。〉注2〈確信・確実さあり。〉，169

注1〈あいまい。〉注2〈確か。〉，170注1〈大体見当。〉注2〈弱い確実性。〉注3〈あやふや。〉注4＜更にあやふや。＞

374034

148（登校を念頭においた表現。），157（通りいっぺんの感じで他人行儀。感情の深さはあまりな

い。），168（Itteattabeは別表現。「古い回想的」。），171（想像的な言い方。），172（別の人の調査によると，

e

：jattenebegaとも言うとのこと。），193（dareはdaeにも聞こえる。）

374106

172（これらは，移入した表現との説明であったが，1ttaradaは普通に使っている。），173（移

入した表現だと説明。），174（amedaj

o

n

taは，伝聞とは言いがたい。），186（1g曲mo

i

ganemoという言い方もある

と思われるが，やや不適当か。），188（ややていねいか。）
374598

374676

152〈強く言う。〉，170〈シ

ヨーヤは「きっと」の意味。＞

152〈151に同じ，それを強く言う。〉，160注1〈打診。〉注2〈さそい。〉，170注1〈予想。〉注2＜決

定的。＞

374746

374791
375064

155（山は曲かもしれない。），241＜私はちょっと丁寧な方と思う。＞

207（na弓はne：ほど融合せず。）
165（karaはgaraにも聞こえる。このkara，

garaは理由表現ではない。），188（遠まわしな質問に

解される。），194（反語表現の回答得られず。例えばjarane

t

tegodoarumodogaとか言わないか，とただしたが，明

確な答なし。例として挙げたような表現はある。），209（娩曲な質問。）

375213

148（147との違いは，こちらが「高声（たかごえ）」であると説明。），156（naは「のだ」の意であ

る。），187（eguはiguにも聞こえる。〉

一612

375279

375389
375459

162（∫jan

eは「しようない」にもとつく。），171（切迫した感じがある。〉，192（？）

170＜「きっと」は共通語的。＞
148〈全体を強めて。〉，152〈語尾を強めて言う。〉，158（［g］は［1］かもしれない。），159〈前

に「二度と」または「決して」をつける。〉，160〈つよめて。〉，169（b巳：はbeaにも聞こえる。），170〈へ

一の形は使

わない。〉，171注1〈今にも雨が落ちそうな時の言い方。〉注2〈少し余裕がある時の言い方。〉，188〈ベーはつけな
い。〉，194〈反語表現は少ない。〉，195（語尾あげる。）

376057

152（tedemo

t

teはt田demo

t

teにも聞こえる。），160注1（egod㊧はegod

bed田はabed巳にも聞こえる。），189（kaはgaにも聞こえる。

dareka

O

eにも聞こえる。）注2（a

a∫itterubeという言い方もあるが，共通語の

影響。）

376175

151（so

t∫1saはho

t∫aとも言う。），159（「〜方が良い」は，他人に使えば軽い命令になるので，

自分に使えば「決意」となる。），16ユ（共通語の影響と説明ありp），164（特に女が使う。），166（少し意味が違うが，

エganegamo∫Iene，

i

ganegamo∫eneもあると思う。），168（やや意味が違うが，

i

t

tagamo∫1eneという言い方

もある。〉，187（daregaのgaは主格ではない。），188（ぶっきらぼう。），189（gaが主格ではない。），193（¶o
da

t

t∫oという言い方もあると思う。），207（kere，

kedekere，

n

kedekenegaの順に丁寧。）

376242

165（何日か先のことでもtab曲NIgゆ自dogorodene（be）gaと言うと説明あり。）

376593

153（多いか。），154（これが多いか。），160（こちらの方が多いか。），165〈イグベーは使わな

い。〉，167（この形は他のものより根拠あり。），168〈根拠強い。〉，169＜根拠がある。＞

376624

152（語尾を長くのばす。〉，157（kgiは少しまさつが入る。），172注1〈はっきり良い。〉注2＜は

っきりしない，あいまいなとき。〉，188〈「ノ」はやさしい言い方。〉，194（sはやや昌か。），208注1〈こちらの方が
丁寧。〉注2〈親しい間，または子供間で使う。〉，209くやや上品。＞
376686

147（mak

l

koは名前。），148〈147に同じ。強く言うくらい。〉（mak

I

koは名前。），149（mak

i

ko

は名前。），166注1〈ばくぜんと。〉注2〈根拠のある推量。＞

376718

147〈語尾を長めにやさしく言う。〉，148〈語尾を短く言う。〉，152（語尾短く言う。），171（〜

ta：na：でもよい。）

377033

164（mora

l

denaのiは軽い。），ユ70（〜amedaderogaがあると思うが，明瞭な答がえられなかっ

た。）

377261

153〈きびしい。〉，155（後で思い出して言う。），160〈abeは「行こう」と軽く言う意味。〉，172

（「良いようだ」の意。），191〈［e］でなく［i］だ。〉，209（「くれたか」の意。）

377464
377719

147〈幼児にのみ言う。〉，148〈声を大きく。〉，241〈ややくだけて言う。＞
152〈タラは繰り返し念押し。〉，153〈心がけを言いきかせる気持。〉，160〈せきたてる気持。〉，

167〈こちらの方が確か。〉，168〈こちらの方がたしからしさがある。〉，170〈こちらの方がたしからしさあり。〉，

173（何回かくり返してもらうと，s1はs山とも言っているようだ。）

378065

147（「〜した方が良い」は秋田方言で，娩曲な命令法である。），149（指定された「依頼の表現」か

らは外れているが，ありのままの答を記した。），168（ettekitand町0という言い方もあると思われる。），170
（kippariは「予想」より確実な「必ず，決って」の意なる故，答にはやや不適当。），171（「降ってくるようだ」の意。）

378121

152（これらは次の153と区別ないようである。），153注1（比較的やわらかいニュアンス。）注2（「行く

な」と区別がないようである。），159（質閻から外れた答え。），160（ttaは文末助詞。古語の「とよ」。），162（昔
はhonden

eを使った。），164（直接勧誘する形しか答えなかった。），167（推測的。），192（否定形で表現。），194

（的を得た答なし。）

378311

148〈g田g田doは「早く」の意味。〉，158〈決心があまりついていないとき。〉，165〈迷いが強い。〉，

170注1〈ジョーヤは「きっと」の意味。〉注2〈これらの方が確かさが強い。ジョーヤは「きっと」の意味。〉，173＜「病気」とい

う語は使わない。〉

一613一

378594

165注1〈はっきりわからない時。〉注暖くかなり確かな時。〉，167注1〈はっきりわからない時。〉

注2〈確かな度合が強い時。〉，168注1〈わからない時。〉注2〈確からしさがある時。〉，169注1〈はっきりしない時。〉
注2〈確からしさが強い時。〉，170注1〈はっきりしない時。〉注2〈確からしさがはっきりした時。〉注3〈中間の気
持。＞

378745

148（大きな声で。〉，150〈大きな声で。〉，152〈大きな声で言う。〉，160Qg曲bes

1とも聞こ

える。），168〈根拠が強い。〉，ユ73〈「病気」はあまり使わない。〉，174（a爬daj。＝daもあると思う。），176（￠da

jo＝dajoも言うと思われる。〉，209〈人に関すること。丁寧か。＞

379109

147（hajaguはha

j

eguとも言う。），148（hajaguはhaeguにも聞こえる。），150（ha」eguはhajagu

にも聞こえる。），169（帰ってきたところに焦点をあてて言うとittekitanadabeonとなる。〉，170（「多分」に当る
副詞の答が得られなかった。），176（「物語り的」語り方。），194（反語表現例を引き出せなかった。）

379141

ユ51（後に理由表現をつける。〉，152（理由を先に言う。），ユ53（1geba

i

gen巳は新しい言い

方。），164（「行く」にぴったりはしていないが。）

379249
379422

166注1（自分のこと。）注2（他人のこと。）
147（og

l

raN量のraはtaのようにもきこえる。［tユとすべきか。），149（k田：kiηawar田igaraは

改まった不自然な発音だった。kera

N

eは仙台などにあるkeraτNのようにきこえないこともない。147参照。），

165（これは167の回答にふさわしいと思う。），174（「アメダッテヨ」に当たる表現。），190〈〜saは使わない。

dogogasaa

mbeとか，

dogosagaambeというと，「どこかに行こう」の意になる。参考までに，本を机の上［sa1おけ→使用可。

dogo

sagaoge，

dogogasaoge→使用可。〉，193〈これに当たる表現はない。〉，194〈「（あの人は）必ずやる」の意。〉（したが

ってこれは194の回答としては不適か。）

379626

148〈学校やハ

スの時間を言う。〉，ユ50（強く。），152くより強く言う。〉，160（さそわれた返事だ

とも答えているが，さそいにも用いそうだ。），170（確実性の差は聞いてもはっきりしない。），194（回答がうまく
出ない。），195（kに少し摩擦あり。），209（s伊はgeにも聞こえる。）

459766

154（「行かなければならないね」の意。），162（「行きたくてどうにもならない」の意。），163（「行

きたくない」という意。），165（ここ輪島はタ

ローを使いヤローは使わない。ただし雨やとなり雨ダではない。），171（「ど

うも降りそうだ」の意。），207（口能登のクサンセ・クサンチェにあたるようである。）

459807

157（「美しい所だなあ」の意で田tsuk田∫i：tokod

460927

150（t∫ant∫andoは「すなおに」ということ。），167（「イクノサ」という意。），169注1（「行ったのだ

3

ad

3

a【と言うとのこと。＞

ね」ということ。）注2（「行ったのだろう」ということ。），171（endaは「ようだ」の意。），172（「よいようだ」という
こと。）

460953

147注1〈最も多い。〉注2〈うながす気持。〉注3〈おきる時間ではないか」の意。〉，148注1〈荒い調

子で。〉注2〈職人階級の下品なことばにedz㎜adedogesatenada「いつまでねているのだ」というのがあった。

negesaru

という語もある。〉（話者はこの職人などの多い地区に生育した。），149注1〈こちらの方がやさしい感じがある。〉

注2（これと同形が150にあるが，それは強い調子。これはやさしい調子で言うのである。），150注1〈強い調子の発音
で。〉注2〈強い調子で言う。〉，152注1〈若い時から使用し，現在も最も多く使う。〉注2＜強い口調で決めつけるよ
うに言う。以上四つの回答のきびしさは相似たものである。〉，153（促音脱落がきかれる。），155注1＜目上に対し
ても言う。女性はegimasuno：，egudendad

3

eno：と言う。〉注2（egudzeの剖ヒり。目上に対しても言う。〉，156

注1〈同輩に，目下に。〉（no：は文末詞。）注2〈友達にも，目上の人にも。〉（nagaeのeは文末詞と見ることもできよ
う。）注3〈目上にも。〉（「行くことになっているのです」の意。no：は文末詞。

nagaeのeも文末詞と見ることもできよ

う。），157（kie：dagodoのようにrが脱落する。），158注1〈女性も言う。〉注2〈女性は多く言う。〉注3＜親しい男
性に対して言う。〉，159注1（両者とも直接意志表現でなく，反語の表現である。）注2（鶴岡にあるという「イカマイ」の
ような表現があるかと誘導した時の答。この「マイ」は推量の様にも思われる。話者のことばで［ego㎜e：］は「行かない
だろう」の意で，推量打消しであるという。決意の打消しには「マイ」を使わないらしい。165にa㎜e：ka〈推量：打消し〉が

一614

出てくる。），160注1〈「〜さ」は使わない。女性はeg
eg

l

mas

I

neka：と言う。eg

注2（このあとに，nosa，

l

mas

noja，

l

l

mas

l

neka：と言う。

eg

l

mas

i

negaeとも言う。〉注2＜女性は

negaeとも言う。〉，162注1（no【の所は感情をこめて強調するイントネーションがある。）

nojano

lという助詞をつけることもある。），163（eganettatemoe：no：という表現

もある。），164（早く言う時はmoredeの様になる。），165注1（捨てるべきかもしれない。）注2＜市の在の方でも使
う。〉，167（反語表現。捨てるべきか。），168注1（この回答は捨てるべきか。）注2（ettandero：より自然な調子の

とき。），170（終助詞no：nogaeをつけることもある。この回答は捨てるべきか。），176（昔話でも普通の話でも言
う。so：daは昔話には使わない。），188注1くやさしい語調。〉注2〈強い語調。〉，193＜so

baja（しようばや）はや

や上品だ。〉，207（「下さい」ということ。），208（単にjadaとは言わないという。），241注1〈昔から使っている。〉
注2〈昔から使っている。mokkedaとは「すまない」という意味である。〉（「浜荻」には気の毒の意とある。）

462823

193（腹を立てているからいくら頼まれても絶対にやらないという意味で用いるので，193の回答と

してはda：sobaja，

462981
463720

da：s曲tobaja：であるとのこと。），209＜「クレタカ」とは言わない。＞

169＜ittaronは使わない。＞
159注1〈他の人に言う場合。〉注2くひとりごと。〉，160注1〈誘うとき。〉注2〈行く話が決まりか

けたとき。〉，170（相手に言いかけるニュアンスが強い。），171（断定に近い。），172（断定に近い。），173（「どこか悪
いぜ」の意。）

463801

148注1（命令。）注2（義務表現。），163注1（話者の説明中に出現。こちらが自然。）注2（「行かな

くたって良い」の意。〉，165注1（断定。推量表現はiguandaro：のような形が考えられるが，話者は質問の意を取り

違い，ずれた答えが次々と出る。）注2（確信。推量表現はiguandaro：のような形が考えられるが，話者は質問の意
を取り違い，ずれた答えが次々と出る。）注3（義務。推量表現はiguandaro：のような形が考えられるが，話者は質
問の意を取り違い，ずれた答えが次々と出る。），168注1（確定。）注2（確信。），170〈前に「タブン」は付かない。〉，
186〈はっきりと言う場合の言い方。〉，195（「本当？」の意。）

463969

464356

193〈ヤットゴの語形は取らない。〉，194＜ヤル語幹はとらない。＞

153（itt∫aikaNのような言い方は最近。），154（少し弱い言い方。），209注1（鳥に言う場合。）

注2（犬にはこのように言う。），241（旅行土産をもらったときはこう言う。「上り知らずの下りみやげ，何と俺の家
まで気にかけられて」の意。）

464769

150〈強調体。〉，154（劇評の意に合わない。），161（自然。），187（gaが入らない。）

465279

153〈ハイカラな旧い方。〉，155＜私は使わないが，ここ特有のことば。私も自然に話しているときに

時々用いることもある。〉，156注1〈自分が行くこと決まっている場合に用いる。〉注2＜私はあまり使わない。「行く
ことになったんだ」の意味で，いろいろな経過を経た後，行くことになった場合に用いる。〉，161〈ノーとは言わない。
妻の郷里の入川ではよく使う。〉，164〈この場合は，ノーも使う。〉，165注1＜ik㎝ndaro：よりはつきりしている場
合。〉注2くその人の行動がわかっている場合。〉，167〈本人に聞いてだいたい知っている場合。〉，173＜顔色のみで
はなく，他に判断する根拠のある場合。〉，174〈うにはならない。〉，176〈イ外やとは言わない。〉，241〈arigato：go
dzaimasulよりぞんざい。＞

465366

148（設問の意に合わないと思う。），152（設間の答えとして合わないと思う。），155（設問にあ

わないと思う。），162（161と同じ形。），166（設問に合っている。）

465842

148（おっかぶせるような言い方。当然形。），165（自然に出た。），167（行く先の場所を言う。），

173（話し相手に。），192（「良い」という判断に比重のかかる言い方。〉，195（i：はやや敬意を含んでいる問い返し
を表わす終助詞。）

465869

147（「夜が明けたから起きろよ」と言うこと。），174

〔断言性を強く含む。〕，176注1＜鬼など架

空のものに対してはこの語形を使う。〉注2〔実際に存在する動物や人物に対してはこの語形まで使える。語尾の〜デ
アッタンダドは方言形に見られる「〜が居てやった」の敬語表現形とは異なる。〕（「居ル＋アル＋伝聞形」か。），241〔今でも

年輩の人達はこの語形を多用している。〕

一615一

465979

ユ93＜「ヤル」は用いない。＞

466642

148（両方とも半々に用いる。），153注1〈強い。〉注2（igundenairoよりも自然な言い方。），156

〈強調。〉，159（kot

eもwE：も強調を表わす助詞。

wεのほうが強く，ぞんざいな言い方。），161注1（自分がつぶ

やく時の表現。）注2（希望表現。），162（語尾のtebaは話し相手に強く訴えることを表わす助詞。），163注1（普通
の形と思われる。）注2（行く行かないの態度をはっきりと示して，「行かない」という形。），174（tejaは伝聞を表わ
す。）

466722

161（意味のとりちがい。），189（gaがっかない。）

466944

148（強い言い方。），162注1くこの表現の中に「たまらない」までを暗に含む。〉注2〈後に逆接を含

む事が多い。たとえば，「イギデクテショーネゲンテ

467219

モ〜」のように。＞

147〈hajo：oki：jaよりやさしい。〉，148〈わるいことば。〉，152〈「らちあかん」ということ。〉，

161〈ノーは使わない。〉，167注1〈確実な場合。〉注2〈はっきりわからない場合。〉，168〈はっきりしない場合。〉，

ユ70注1くはっきりしない場合。〉注2〈確実な場合。〉，171〈はっきりしない場合の言い方。〉，172〈人に相談する場
合。〉，173注1〈人に問いかける場合。〉注2（奥さんの発言に同意したもの。），194〈意地のはいった場合の言い
方。〉，208〈恩着せがましい言い方。＞

467545

158くどちらも半々に使う。〉，16ユ（「行ってみたいなあ」の意。igitBna【の形が普通か。），162

（問に適合。），165〈どちらも半々に使う。〉，170〈「きっと」は「必ず」の他に「たいてい」の意もある。〉，187（問い

に適合する回答。），194＜二つの回答を半々に使う。＞

467657

150〈女性がよく用いる。〉〔tebaはだめ押し。〕，158（igo【toomoteruが基本。），165（iguro：

が基本。）

468487

148（話者は，きびしく言う時はokireは出ないようだと言った。），153（話者は孫にはつとめて共

通語的なことばを使おうと努力していると語った。），155（suteは理由を表わす接続助詞であるが，210〜213にあら
われるように，終助詞（文末詞）ともなるので，この場合もその様な用法のあることが考えられる。211の例。jomare
rusute「読むことができる」。），158（「行くこてや」。意志的表現ではあるが，直訳すれば「行くよ，行くことよ，行
くさ」に近く，意志表現とは限らぬと思う。「行く」の一般的強調であろう。），159（maiは使わないと言う。），160
（「あゆめや」の変化。），163（「行かなくてもよいよ」に当たる。），168（169のあと168にもどり再質問したがettada

ro【は得られなかった。ありうると思われるが分からない。190にaruraro＝が出てきた。），170（「たぶん」はあらわ
れなかったが，追求しなかった。「たぶん」は165ではt巳：g巳7dakeraであった。），172（？），191（etsukaと言うの
であろう。），192（e：gaηkana〜e：aηkana，

e

mokanaも考えられるが現われず，追求もしなかった。悔やまれ

る。），194（南魚沼郡の∫ine：kotogaaruηkanaを例としていざなったが，答は出なかった。）

468651

147（最も普通の言い方。），152（igunaのnaは禁止を表わすが，

m

eは相手に有無を言わせない強

制力をもつ言い方である。），154（これが言いやすい。），155（koteは強調を表わす。），156（d。「は，「〜なのだ
ぞ」という意。∫iはわずかに敬意をもつ終助詞。），168注ユ（疑問の意が強い。）注2（単なる推量。），207（∫∫e

は敬意を表わすが，大人どうしの仲間でもこれを用いる。）
468845

147〈jukaは孫娘の名。〉，148＜起こす時の普通の言い方。

okirozu：は「起キンダヨ」の意味。

zuは強

め。〉（jukaは名前。），150（jukaは名前。），154〈zuが付く場合もある。強める言い方。〉，187〈ガを抜く。〉，ユ89
〈「が」抜く。〉，195（？），207注1〈同等以下に対して。〉注2＜上に対して。＞

468911

148注1〈ツー二，テハ

が付くと強くなる。〉注2〈ツー二，テハ

が付くと強くなる。ogirottsu：niより幾分強

い。〉，150〈アゲロを何回言っても，あけない時，強く言う。どちらもそう大きな差はない。テハ
〈ダ一口

が少し強い。〉，153

，ダメダゾー同じように使う。人によってちがうようだ。〉，155〈to皿oは強め。〉，156〈普通どちらも使う。〉，

165くどちらも同じ位に使う。〉，ユ67〈使う人もいる。〉，189〈ηaを抜く。〉，208〈若い者のことば。＞

469472
469546

153（152との区別なし。），161（問に適合。）
148〈強く言う。〉，152〈強く言う。〉，161（むしろ，こちらの方が普通と思われる。），169く両

一616一

者半々くらいに使う。〉，187〈回答の二語形を半々に使う。〉，189注1〈どちらも半々に使う。〉注2〈どちらも半々
に使う。〉（こちらは「誰か」を強調した言い方。），193（話者自身がもっているのはこの言い方か。），209〈両者半々
に使う。＞

469695

171〈相手に言いかける言い方。〉，176注1（伝聞に力点がある。）注2（過去のある時点にあった話

ということを示す。），241＜近所の，いつももらったりやったりしている人に使う。＞

469792
469811

166（弓順い。）
147〈一番簡単です。〉，149〈jaはこの調査地点中川でよく使う。やさしくていいと言う人

があ

る。〉，152〈強い言い方です。〉，156〈jaは中川一この調査地点一で柔かく言う言い方。〉，157（この項目分だけは，
テープ。がなくなったために，録音がない。），189＜ηaを抜く。＞

469906

154〈3つの回答に特別の差はない。〉，189＜oaをぬく。＞

470113

174〈若い人達が使うようになった。〉，193（「ヤル」形は使わない。）

470593
470643

153〈こちらの方がきびしい。＞
147（「もう7時だよ」の意。），148注1（話者には内孫がいない。）注2〈sassatoog

しい。〉（話者には内孫がいない。），149注1〈〜kenn

l

rai

よりきび

e・kanaよりやわらかい言い方。〉注2＜「明けてくれないかな」

の意。ケンネァーカナは切ない願いを表わす。〉，150〈hajak田akerai〜よりきびしい。〉，151注1〈幼い子供に対して言う。〉

注2〈幼い子供より年齢が上の者に対して言う。〉，152〈itt∫ad㎝eよりきびしい言い方。〉，153注1〈itt∫adamejo
：より年上の子に対して。〉注2〈itte

j

adamedajo：より幼い子に対して。〉，157〈anohananoよりanohana

ほうが多い。〉，160〈こちらの方が勧誘の気持ちがやや強い。〉，165〈推量がio㎝nden巳田

と言う

gaより強い。〉，166

〈最も強い推量。〉，167〈最も強い推量。〉，168〈最も強い推量。〉，169〈最も強い推量。〉，170くこっちの方が推
量が強い。〉，172くこちらの方が推量が強い。〉，175〈強調した言い方。〉，176〈今は少ない。〉，192＜二語形とも
意味，強さともに同じ。〉，209〈犬にクレルを使うのは都会的な人。＞

471055

166（「行かないのでないか」にあたる。），176〈今は居ないことを意味する言い方。＞

471132

160〈再度強く誘う時の表現。〉，164〈強く願望する。義務をも含む。〉，173（？），192注1〈疑問

が若干残る場合の言い方。〉注2〈半分納得している場合の言い方。〉，193〈ごく新しいことば。〉，195＜来ることを
信じきっている場合の表現。〉，207〈「イッホ。ン夘ヤ」が短縮したものか。〉，208（「与えた」「くれた」の意味で「アズケタ」を

当地方では用いる。）

471215

162（162にぴったりした方言形式なし。），166＜「タフ

い。〉，168〈168の場合「へ

ン」という言葉は，ここではあまり使わな

一」はあまり使わない。〉，170（najaは終助詞。），171（najaは終助詞。），173（najaは終

助詞。），174（amed薦oja：の，

daは断定。態。は引用。

ja：は終助詞。），177（najaは終助詞。），193注1（na＝は

終助詞で，疑問の意味はない。）注2（ze＝jaは終助詞で，疑問の意味はない。）注3（3e：jaは終助詞で，疑問の意
味はない。），195（ga，

471240

jaはともに疑問の終助詞。），207（t∫aもjaも終助詞。）

160注1〈主に目下に使う。〉注2〈主に友人に使う。〉注3〈主に目上に使う。〉，173〈具体的な病名

の時に「〜ミダェダ」と言う。〉，190注1〈方向を示す様な気がする。〉注2＜場所を示す様な気がする。＞
471460

147（t∫ajaは終助詞。），158（〜馳は現在のことを言う。），162（マタイクへ

ッチャ，マタイキテァーなどの表

現が得られているが，「たまらない」が得られない。），168（na：は終助詞。），170（nattoは「になるぞ」にあたる。），
171注1（φ町曲so〜dadzoはφ町1so〜dadzoにも聞こえる。）注2（doは終助詞。），195（尻上がりイントネーション。），
209（「食わせたか」の形。）
471552

151（一sae

o田naと回答。），170（「（雨が）降るだろう」にあたる。アシタバフッへ。と言う。），207注1（「御

馳走しろ」の形。）注2（「ケロ」と言わないかと誘導した。＞

471598

155（saは終助詞。），159（「ナンボシテモイガネァ」と言う。），165（「行く」のところが共通語的。），189

（〜gaは「カ」に当たる。「カ

472145

」は省略。），194（否定表現が出ない。），195（疑問のイントネーション。）

154注1（50歳同席者の回答。）注2（70歳同席者の回答。），ユ57〈ara＝は「あれは」ということ。〉，
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193〈スルしか言わない。〉，241＜食べ物の時に言う。＞

472340

147（jowaは終助詞。），158（〜daは現在のこと。），159（waは終助詞。），163（t七∫aは終助

詞。），189（gは音韻的にkである。），192注1〈自信がある場合の言い方。〉注2〈疑問の場合の言い方。〉，195（尻
高いイントネーション。），209（「食わせたか」ということ。），241（mos田aηes瓢daは「申しあげした」の意。）

472456

157注1（ウツクシクを省略。）注2〈立ちどまってじっくり見るとき。〉注3＜通りがかりにちょっと言う

とき。〉，167（neは終助詞。），172（〜neは終助詞。）

473059
473335

160＜晶晶い勧誘。＞

158（「タ」がついても現在のこと。），169（「na：」は終助詞。），173（「ヒ

ヨーキノヨータ

」とも言う。），

174（「雨」の部分がどうしても出なかった。アシタワフルである。）

473532

150〈こちらの方が強い言い方。〉，151（「行く」の活用語尾のカ

行子音は，ぞんざいな発音ではq

と鼻音化して，丁寧にはgまたはととして発音されているようである。），153＜iηis田naと言っても言うことをきか
ないとき。きびしい言い方。〉，160〈ほぼ決定しているような場合。〉，209＜動物だからケダは使わない。＞

474093

147〈時間の限定があった時。〉，176注1〈子供に語りきかせる場合の語形。〉注2〈集会で人に語る

場合の語形。〉，193〈「誰がやるものか」の「やるものか」の語形はあまり使わない。強いて使えばこの形である。〉，
ユ94＜この地域では「やる」は「する」という語でその意味を表わし，「やる」という語形は用いない。＞

474143
474295

172（？）
155注1〈行くか行かないかあやふやな場合。〉注2〈必ず行く場合。〉，157〈相手に語る場合。〉，

158注1〈まだ未定の時。希望を表わす。〉注2〈決定した時。〉注3〈eη山betoomotter凱よりははっきりしない時。〉，

160〔こちらの方が強い勧誘。〕，162注1〈nandatteeη山dena：より強い言い方。〉注2〈自分だけ誘われない不満
を表すとき。〉〔第3者が見て表現するときに使う。〕，165〈eη曲be七t∫aja：より不確かなとき。〉，167＜e
dabe＝ja：より強い疑問が加わる。〉，168

O曲n

〔こちらの方がはっきりしている。〕，ユ70注ユ〔このような言い方はし

ない。〕注2〈確信のあるとき。〉，172〈自信のないとき。〉，173（「癌でないか」の意。），177（この言い方は自然
談話にも現われた。），ユ91〈edz曲kaより，記憶がうすい場合。〉，209（「食わせたか」の意。）

474329

147（waは終助詞。），148（オキヤカルのちぢまったものか。），189（gは音韻的にkである。），192＜迷

いのある時の言い方。〉，206（「呉れられた」に当たる語形。），209（「食わせたか」ということ。）

474621

150（怒ったような口調で。），156〈カ。は入れる。〉，159（「けっして」はnambos

l

temoと言う。），

164（「行ってもらいたい」にあたる形式はどうしても出てこなかった。），174注1〔〜dzoではなく〜doである。〕
注2〈人に問われた場合。〉，192〈人に見せる時の言い方。〉，194（質問文とぴったり対応するような表現は得られな
かった。），207〈ぶちょうほうな言い方。〉，241（アリカ。トーコ。ザラス，ア1功。トーコ。ザリスは使わないと言う。）

475066
475294
475376

153＜一番強い言い方。＞
151〔女のことば。〕，187（η叫まηにも聞こえる。〉，208（所有権を移す場合。）

149〈自分の孫ならこの方が普通。〉，157（「ウヅクシイコタ㌧」というのは相手に向かって言う感嘆文。），

161（曲の発音不明。［i］かもしれない。），162（η山は音韻的にguである。），163（q田は音韻的にguである。），
164（田は音韻的にuである。〉，165〈イク。へ

はjamaras

1＝，jama皿1tε：da，

一は誘う場合。〉，172（易e：は音韻的にeeである。），173（「山らしい」

jamanojo【danaなどと言う。），189（gは音韻的にkである。），192注1〈自分だけ

に向ける言い方。〉注2〈他人に聞く気持ちも含む言い方。〉，193（反語的表現なし。〉，195（尻上がりのイントネーションと

なる。），208注1（所有権の移譲。）注2（貸したもの，与えたものを含む。），209（「食わせたか」の形。）

476053

147注1（疑問だ。）注2（OGINAKUTENANNEZOの短縮化したもの。以上出た語形の他に，

og

l

nnanne

dzoという語形があるはずだが，今回の話者からは，誘導によっても得ることができなかった。家中ことばのため
か。），149〈やさしく頼む場合，主に用いる。〉，15ユ（村山方言では「行く」をりη曲，0弓aneと言うのに対して，
置賜ではη弓田の語形は取らず，1η田，ioaneとなる。），153〈ワリの／R／は消えて発音されない。〉，160〈用いる
ことがないが，1日市内周辺部の人々はこれを用いている。〉，170（［amenabe

一618

l

lの様に聞こえる場合もある。），241

＜「大変〜」の意味。今では老人しか使わない。＞

476107

152くさらにきびしい言い方。〉，153注1〈やややさしく。〉注2〈きびしく。〉，157注1＜どちらも

同じ程度。〉注2〈強い。〉，158（［Oη曲be］は用いない。），160注1〈誘う時，相談の時など。〉注2〈決まった時。〉，

162〈「ナンデカンデ」は必ず行きたい時などの強い願望。1JdakΨte∫ame：と女性が言う。〉，165〈［ηo明は使
わない。〉，169〈強い疑問が残る場合。〉，170〈「たぶん」は多用しない。〉，173〈「病気」はあまり用いない。〉，174
（一般にはameh田tus甲ke，

a皿eh

w

t田ndasΨkeを使う。前者が多い。），175＜sΨkeは「と言ったっけ」の意味

か？。〉，207（「ごちそうしてくれ」ということ。）

476311

153（多少やさしい。），157注1〈話し相手のいる場合。〉注2〈相手のいない場合，ひとり言。〉，

164（「行ってもらいたい」にあたる形は，どうしても引き出すことができなかった。），173注1〈確信。〉注2＜推
量。〉，241注ユ〈同等以下の人に対して言う。〉注2＜目上の人に対して言う。＞

477212

150〈幼稚園の幼児に言うことば。〉，152（〈リャク〉部分では，これ以前の部分を再度繰り返す。），

187（ηaは抜ける。），189（oaがぬける。），194（oaをぬく。）

477326

170〈「たぶん」は言わなくてもいい。含まれている。〉，189〈oaはっかない。〉，193〈強めた場合

の言い方。〉（？），241＜do：moariηatoとta

478054
478147

g

he

N

dagotoを合わせたり，別々に言ったりする。＞

156＜〜がは抜く。＞
150〈akerojoをこの辺のことばらしく直すと，

ageroとなる。〉，189〈「が」抜く。〉，207＜両者同

じように使う。＞

478208

149（masaakiは孫の名。），153〈叱る場合でなく。〉，156〈〜がを抜く場合が多い。〉，158（オモッテ

ルのオを省く。），189〈oaを抜く。〉，194（rareqkaは，

478369

e

rareqkaの曇を省略したもの。），208＜使わない。＞

156〈〜ηaはっかない。〉，170〈「たぶん」は使わなくてもわかる。〉，177＜〜saNをつけることも

ある。〉，189（gはkの有声化。），193〈一qaはっかない。〉，194＜一〇aをつけない。＞

479055
479230

154（gはkにも聞こえる。）
149（ageteokureはageteogureにも聞こえる。），152（151と同じようになったので，言い直す。〉，

170〈「たぶん」はあまり使わない。〉，207＜丁寧に言う場合。＞

479238

150（「人が外から見て，窓を閉めておくのを，寝坊だと笑う」意にとったが，本来の主旨とは異な

る。後半は捨てなければならない。），241（「気を遣わせて」の意。）

546229

147〈よりやさしいことば。〉（kiかkiか？。），148注1（okgi：か。）注2〈叱るとき。〉注3＜ひどい

言い方。〉，150〈きびしい言い方。〉，153（wari：はwar

u

iにも聞こえる。），154〈先方から呼ばれていて，やむを

得ず行かねばならぬという気持ちで。シェメは「責め」であろう。〉，155くこちらの方がやわらかい。〉，156＜やさし
い。〉，157注1〈キレーナは今のことば。〉注2〈以前はrip：anaと言っていた。〉，164（イキテンライタエの融合形か。），167
（たしかめても「ン（の）」は入らない。），169（たしかめても「ン（の）」は入らない。），173注1（「ナ」が続くときは，「ピョー

キラシナー」と短呼される。）注2（こちらの方が品位はやや下らしい。），174＜伝聞内容に強い関心を持っている時の言い

方。〉，175注1（推量ではないかと思うが話者はtak㌍：sa【naと同意だと言う。）注2〈takasa：naと同じ。〉注3＜伝
聞内容に強い関心がある時。〉，176〈伝聞内容に強い関心がある時の言い方。〉，177（富士山の発音はフ

ンとフチサンの

中間音。），186〈若い人の方がよく言う。〉，187〈若い人の方がよく使う。〉，192＜同輩の者にたずねる時の言い
方。〉，193注1（二度目の発音では∫o：tsu。）注2＜人から，ものをくれと言われた時の返事。「する」の意のヤルは使
わない。〉，194注1（ヤルは使わないという。）注2くできないだろうと言われた時，反発して言う言い方。〉，206＜若
い者にはわからないことば。〉，241注1〈数日後の礼のことば。〉注2＜子供のことば。＞
546373

147注1（korenansorejoのナニソレは「誰々」の意。〉注2〈やややさしい。〉（korenansorejoのナニリレは「誰

々」の意。），148（この表現，最初隠岐五箇村の藤田氏から「昔からの言い方」として教えを得ていたので本調査にお
いてききただしたところ，話者の説明は「やさしい方言」であるとしながらも148の意味つまり「それでも起きないと
き」に言う言い方であるという。なお，藤田氏，参考話者高梨氏はオキロは強い調子のことばであるという。），151（最

一619一

後のナは文末助詞。），153（同席の孫娘のヒントによる。），155（同席者の孫娘の発言。），175注1〈takaiはtake【とも
言う。〉注2〈takaiはtake：とも言う。〉（「高いらしい」の意味か。）

547149

153〈少し厳しく言うとき。〉，163〈他人が使うこともある。〉，170（〜daara

lでdara＝ではない。

反省形もこの通り。アクセントの関係か，あるいは，〜deara：の変化形か不明。070参照。），172〈他の人が使うことも
ある。〉，173注1（「具合が悪いらしい」の意。）注2〈共通語的か。〉，174〈主に老人が言う。〉，175＜主として老人
どうしでの言い方。〉，19ユ（i？zoの反省形であろう。），194＜普通こんな言い方はしない。＞

550816

148（「早く起きよなにしてるのだ」の意。），150（「早くあけろ」の意。），152（「行くなというの

だ」の意。），153（「行ってはうチあかない」ということ。），154（「行かなくてはならないのでねえ」の意。），160（「行

かないかよ」という意。），162（「行きたくてならないそよ」の意。），ユ63（「行きたくないなあ」の意。），164（「行っ
てもらいたいのだがなあ」の意。），165（「行くだろうよ」の意。），167（「行くのだろうよ」の意。），168（「行っただ
ろうよ」の意。〉，169（「行ったのだろうよ」の意。），172（「良さそうだ」の意。），175（「高いという」の意。），187
（タルコソイクヤラワカラン（誰こそ行くやらわからない）と続く。），189（「誰かが」ということ。），209（ヤッタカでよさそうなのに

現実に使う形としてはこのようになる。），241（「おそれいります，恐縮な」の意。）
551619

147（「早く起きなさい」という意。オキナはオキニャと似たタイフ。。誤りではないと思われる。），148（「す

ぐ起きなければ学校がおくれるぞ」の意。オキネハ

のくずれた形がオキニャ・オキナ。ユ47参照。），150（「あけないのなら私があ

けるぞ」という意。），155（返事は不適当。），159（「行かぬワイ」ということ。），162（「行きたくてどうにもならな
い」の意。）

551775

147（「起きたのだろうなあ」の意。），148（「起きないのは学校を休むのだろう。これで起こさない

そ」の意。），149（「少し窓をあけてくれないか」ということ。〉，150（「あけなくてもよい」ということ。），151（「そ
ちらへ行かないでおけよ」の意。），152（「そこへ行ってはいけない」の意。イッチャは共通語的である。），153（152に同
じ。），154（「行かなくてはならないから」の意。），156（〜ヨ（新），方言では〜チャにあたる。ヨは昭和40年ごろから

か。），159（「行かないでおこう」という意。），160（「行かないか」という意。），162（「行きたくてどうにもならな
い」ということ。），163（「行きたくない」ということ。），166（「行かないのだろう」の意。），176注1（「鬼がいたと
いうそ」の意。）注2（「鬼がいたそうだ」の意。），195（「来るのだと」の意。），207（「くれないか」にあたる。），241．

（「お気の毒な，恐縮な，申し訳ない，ありがとう」の意。）

551820
552781

241（食べ物でなくてもこう言う。）

148（「ト

クサッていないで早く起きろ」という意。ト

クサルは「いつまでも寝ている」こと。），149（クサイの

古い形がクサレ「くだされ」である。），150（「でたらめな。戸をあけろ」ということ。），151注1（イカッシャンナは「行かっシャ1レ

ナ」に同じ。）注2（イカントコは「行かないでおけよ」の意。やさしい表現。），153（「行かっしゃるな」ということ。），ユ57
（ウツクイは「美しい」ということ。），162（「行きたくてどうにもならない」ということ。），165（イヅテヤロは敬いの形。「行
かれるだろう」という意。），165（イッテヤは敬いの形。イッテヤローは「行かれるだろう」ということ。），175（タカイト，タカイトイは

「高いという」の意。〉，195（「来るのだってええ」の意。），207（「ごちそうしてくれ」ということ。），241（「恐れい
ります」ということ。この前にたとえばオラトコマデクサ肋イネなどの言いがあるという。＞

552789
553777
554666

241＜食物以外でも使う。＞
52〈語調をやや強めて言う。〉，165（語尾を上げて発音する。）
147（「早く起きなされ」ということ。），150（「あけないか。なにしてる」の意。），151（「行かない

方がよい」の意。），ユ54（調査者（岩井）はイカネハ

ナラン・イカンナランも使う。），155（この調査では出てこなかったが，南加賀

にイクワイ・イクゼァ，能登にイクチャのような形がある。），162〈直訳ふう。〉，176（「いたという」の意。），241（ただしよく
耳にする形にオキノドクナがある。）

554742
554855

554932

170＜「たぶん」は言わない。＞
ユ54（長瀬一郎氏の教示。），ユ60（keは文末助詞。），195（文末は上昇イントネーション。＞

ユ49（こちらが適している。），195（r田：の部分から次第にゆっくりと尻上がりになっていく。〉

一620一

555691

162（「行きたくてどうにもならない」の意。），167（ik瓢ηajaro＝の変化形式。＞

555821
556512

152＜行くと危ない時に言う。＞
147（「早く起きないと学校がおそくなるぞ」ということ。），148（「早く起きないか学校がおそくな

るのだ」の意。），150（「早くあけないかい」ということ。），154（「行かなくてはいけないのだ」の意。），163（「行き
たくない」という意。），208（ヤッタンジャではない。）

556529

150（「すぐあけよ」の意。），161（イキタイナーの縮約形。），167（イクカ。ヤローという形は出なかった。〉，

206（「もらった」ということ6），207（「くれないか」にあたξ。），241〈使いに来た人に対して言う。＞

556637

147（「利口なものだ。早く起きよ。」＝「よい子だ。早く起きな」ということ。），149（カタイモンはほめ

ことば。），151（イクコタは「行くことは」の意。），153（イッコタは「行くことは」ということ。），156（「ウライクカ。ヤ」は使わな

いという。），172（？〉，195（「来るのだと」の意。），241注1（アンマリは「あまり」の意。）注2（ヤモドは「沢山」の意。）

556695

147（「よいかげんに（ほどほどに）起きよ」ということ。），148（「なにしてるのか早く起きろ」の

意。），150（「早くあけろ」の意。），151（「そこへ行くなよ」の意。），152（「そこへ行くなというのだ」の意。），153
（「行くことはならないのだわい」ということ。），154（「行かなくてはならないのだワイ」の意。），155（「行くのだワイ」

という意。），156（「私は行くよ」の意。），157（「あの花は結構な花よね」ということ。），159（「行かないでおかな
ければならない＝けっして行くまい」ということ。〉，161（イキチャは「行きたい」ということ。），173（テキニャは「てきない＝

体がわるい」の意。），192（「これでよいだろうかなあ」の意。），193（「誰がやるだろうか」の意。），195（「来るって
か」の意。），207（「くれないか」のやさしい表現。209参照。），241（「よくなさいましてね」の意。ヨーシタヨまたはヨーシタイ，
ヨシタイもある。）

556910

149（〈ナマェ〉の部分は具体的な名前が入る。），152（語勢が強くなる。），153＜両者半々くらいに使

う。〉，158〈どちらも半々くらいに使う。〉，241（女のことば。）

557480

150〈madoと言わずにsokoとも言う。〉（sokoと言ったのは，

madoがsokoにあるところがら。），152

〔zoをつけて念を押す。〕，155〈モチロンは言わない。〉，157〔耽s田kusoiと言う。〕，194（？。相当たずねてみた
が，問のままの答えが出てこない。jar㎝kana：のみなので？とした。）
557511

149（「窓」について，ト・マド・ツマド・効マト

などあると話してくれた。詳しくは録音に入っている。マド

という語はほとんど使わないようだ。），152（151の回答に比べ，語調が少しはげしくなる。録音でもわかる。），
153（152と153の区別をつけにくい様子なので，しいてむりな追求をしなかった。），155＜「モチロン」と言うことは言わ
ず，イクイクと2度言う。〉，158（一寸改まった気持が入っている。），161〈オンセンと言わずにj田

と言う。〉（すなわち，

ユーイキタイナーとなる。），169〈ro＝のところをエグル。〉（エグルというのはro【のところを次第に尻上りのような調子になる

ことをいう。このエグルことによって168と169とを区別する。）

557552

147〈時間上，余裕のある場合。〉，152注1〈女の子に対して言う。〉注2〈男の子に対して言う。〉，

153注1〈女の子に対して。〉注2〈男の子に対して。〉，188注1〈子どもに対して。〉注2〈対等の場合。＞
557912

157〈キレーよりウツクシーを使う。〉，159〈強調。〉，165〈敬意を含む。〉，166〈敬意を含む。〉（165参

照。），168〈敬意を含む。〉，170〈jaよりもd3aが多い。昔はd3a。〉，172（170で「jaよりもd3aが多い。昔は
d3a。」と答えている。），173〈te：kinaiは「健康でない」ということ。〉，174〈jaよりもd3aが多い。昔はd

3

a。〉，

241注1〈親しい人に言う。〉注2〈今は使わぬ。＞
558479

157〈年寄りは眈s田k田sa㌧田ts田k田soiと言う。〉（ウツクシイはウツクソイと言うこともある。この157

の録音の最後はウヅクリイに聞こえると思う。話者の言う年寄りは自分より年寄りと見てよい。相当の高齢の方と思われ
る。），161（〜naで，「なあ」と引かない。），162〈人によって言う人，言わぬ人あり。〉，175〈やや他人行儀。〉，

208注1（勘違いだろう。）注2（〈多〉とあるのは，年配の方の言い方。ていねいなことが分る一例。）

558509

153注1〈きつい。〉注2〈やさしい。〉，160（イコーヨに適切に対応するとは言いきれない思いがする。

この答しか得られなかった。＞

558656

147〈未だかつて孫を起こしたことがない。〉〔女性ならokijojoという。〕，ユ50（aketaraはぴっ

一621一

くりするような大声で答えた。），152（nattaraのところで猛烈に声をはりあげる。），153＜dat∫ika

N

joは「ラチガアカ

ンヨ」と言うこと。古いと言ったが今も使う。古いというのは子どもの頃のことである。〉

558774
559074

172（老人層に多い。）

55948睾

151〈女の人なら，このように言う。〉，155（ikk田の気味がある。），160＜女の人の言い方。＞

559589
559742
559768
559895

157〈どちらもよく使う。〉，194＜コレクライノコトシッツーという用法もある。「絶対やる」の意。＞

175＜感心したように言う。＞

171〈プリソウヤとブリソウシ

ヤは半々に使う。〉，

194（？）

241＜エライコリャスマンネーと，キノドクシマスナーの語形を，半々に用いる。＞

150（語勢を強める。），ユ95〈二つの回答を半々に使う。〉，207〈両者半々に使う。〉，209＜両者

半々に使う。＞

560299

ユ48くこちらの方がきびしい。〉，156（ore記と表記する方が適当か。），160（「行けばいいじゃな

いか」にあたる形。），165（アクセントはk㎝のところが高い場合とro：のところが高くなる場合とがある。），173＜ゲラは

よその土地から入ってきたことばで，最近使うようだ。〉（「かぜのようで頭が痛い」ということで，これは自分のこと
についてのもの。），193（dar

560428

e

aはdaraにも聞こえる。）

151（152の答えから類推して，iguna，

igunajo，

igunajaなどが考えられるが，回答語形のみ得ら

れた。），152注1（teは強めの助詞。）注2（最初に出た答え。），153くこちらの方がきびしい感じがある。〉，154
（「いかんばならん」とは言わない。），157（「あそこに咲いている桜の美しいことといったら」ということ。），159（意

志に「まい」は使わない。），161（自然。〉，167くごく親しい友人に対して使う。孫などに対しては使わない。〉，173
（「病気げだいやあ」ということ。「いやあ」は終助詞。），194〈若い人が用いる。〉，195〈最も多く使う。〉，209＜両

者の間に差はない。娘を嫁にkureruともjaruとも言う。＞

560557
〈igan

e

148〈強く。〉，160注1〈単に勧誘する。〉注2〈返事を求めている。〉（keには敬意がある。），166
daro：，igandaro：は半々位に使う。〉，169〈両者とも半々くらいに使う。〉，172（「どうも」が前にあれば

このように言う。〉，192（日常的表現。），208〈両者半々に使う。〉，209＜両者半々に使う。＞

560881
560954

177（若い人のことば。），209（非常にまれ。）
153〈若い人が言う。〉，155（gとkの間に動揺が見られる。），157注1〈男が使う。〉注2＜女が使

う。〉，189＜ηaを付けない。＞

561195

155（「行くどころではない」→「当然行く」ということ。），189（助詞gaが入らない。）

561262

147（「起きなさい」という意。），152注1（151の回答より強い語気で言う。〉注2（153の訳として適

当であろう。），153（ユ52のitt∫adamedaも153の答えとしてとりいれてよいと思う。），154＜能生谷にはikambanara
Nの表現はないようだ。〉，155注1〈女性は終助詞にwa，
女性は終助詞にwa，

wai，

wai，

waneを用いる。〉注2＜〜t∫aは非常に強く断定する時。

waneを用いる。〉，156（［ju］は［i］に近い。），157〈女性特に若い人はkire：dakoto，

rip

padakotoなどと言う。老婦人はkire：dane：と言う。〉，158（iko：toのtoはおとさない。），165＜どちらも同じ位
に使っている。〉，166（？），172〈joηedaと言う人もある。〉，174注1（176の回答に「といな」，「といね」が出たため
174の質問に返って誘導したところ得られた回答。）注2〈老人の女性がさかんに使う。〉（176の回答に「といな」，「と
いね」が出たため，174の質問に返って誘導したところ得られた回答。），ユ75（176の回答に「といな」，「といね」が出

たため，175の質問に返って誘導したところ得られた回答。〉，176＜昔話に使った。今でもおばあさん達が多用す
る。〉，192〈回答中最も使用が多い言い方。〉，206〈moro：taとは言わない。〉，207注1くごく親しい友に。〉注2〈い
いことばだ。〉（目上の人にはkuresaiと言う。），208（両者の区別ははっきりしない。）

561327

152〈151より調子を強く言う。〉（2回目の発音はigunaに近い。話者はikunaと意識している。），

157（atsuikoto，

samuikotoなどの例はある。「立派さ」などは出なかった。），159注1（「行かないのにしよう」という

意。）注2（「行かないそ」という意。），174（「雨だというのだ」の意。），175＜takaiφu＝daというのを聞いたことが

ある。〉，194（はじめ「あるもんか」にあたるところをne：saと答えたがこれはとらない。），195注1＜昔から用いた

一622一

ようだ。〉注2＜昔から用いたようだ。使用が多いか。＞

561496

150（tebaは強意の助詞。）

561520

148（自然。），173注1〔伝聞にもとつく。〕注2〔直接顔色を見て。〕，175（takaigedaを訂正し

て言った回答。），241＜主として食物をもらったときに言う。＞

561567

147くまず名前を言ってから。〉，148〈まず名前を言って。〉（〈ナマェ〉の部分は具体的な名前が入

る。），150（hajo・の部分は誘導による。），153〈イッテワイケナイとは言わない。〉，156〈同等，目下に使う。〉，158＜ベ

ーを使うのは群馬で長く生活した人。当地では群馬と行き来があり，年をとった人が使う。昔使っていた。〉（イクへ

トオモ

ッテルという言い方は得られなかった。），163（どちらも同じニュアンスであり，同程度に使う。），164〈「行ってもらいた

い」にあたる言い方である。〉，166〈両方同程度に使う。特に意味差はない。〉，171注1〈人に対して言う。〉注2＜自
分でつぶやく時に言う。〉注3〈特に標準語ということはなく，よく使う。〉，173〈確定的。〉，174（174の回答とし
ては不適か。），175注1〈自分で確認した場合。〉（175の回答としては不適か。）注2〈人から聞いた場合。〉，176注1
〈人から聞いた話の場合。〉注2〈etaφ田：dajoより確実さを表す。〉，193＜強い言い方。＞
561785

149（イェーは［je：］である。），172（イェはjeである。），192（イェーはje＝。），206（イェーはje：であ

る。）

561848

148〈gokkodoは「早く」という意。〉，150＜gokkodoは「早く」の意。＞

562022

241〈食物以外でも使う。＞

562219

148（孫たちは勤め鈍なので，始業時間におくれるという意味のことを言う。），152（153の問の答

に該当する。），159（問に適合している。），165〈役場に勤めていない人の場合に用いる。〉（不確定の意が強い。），
172（決定的に「よい」場合。）

562394

153〈ze：は「よ」の意味。〉，158（「行こうかと思っている」にあたる。），160（「行こう」にあた

る。），193（反語。），194（「やらないなんてことがありますか」の意。），241〈食べる物でない品物をもらった時も
一つ函つ。＞

562484

147（「お前まだ目が覚めないか」の意味。），148〈一reの方が命令的，一roの方がやさしい。〉，149

（「お前，その窓を明けられたかな」の意。），153（「そっちへ行ってはだめだぞ」の意味。），158（これ以外の他の言

い方を誘導したが言わないという。），162（再調査によって得た回答。），163（再調査による。），165＜egur。「は
使わない。〉，168〈ekkedar。【zuは使っていいはずだが使いもしないし，聞かない。〉，169（話者ははじめekkebe，
ekkeandabeなどは使わないと言ったが，後日問い直したら，

ekkebeは使うが，

ekkeandabeは使わないとのこと。），

172（ekkeは形容詞の連体形。），173注1（「病気ではないのか」の意。）注2（後日，改めて問い直したら，これも使う
という。），176〈eke〜は使わない。但し，エグ（行く）についてはekke〜，

egokke〜ともに使う。〉，188〈andaの類は

使わない。〉，192（後日問い直したところ，三回答中切も古いということ。），206〈ごく古くは使ったと思う。「買
った」はko

tta。〉，207くより丁寧。＞

562561

152（153の答に合う。），171（問いに合っている回答。）

562889

149〈やさしい。〉，150〈きつい発声で。〉，151注1くいちばんやさしい言い方。〉注2くやさしい言

い方。＞

563178

151〔おばあさんから孫に言う言い方。〕，152〈語気を強める。〉，165〔〜darazuは確実性が強

いかも知れない。〕，166〈〜darazuは用い方が少ない。〉，168〔確実性の強いときは〜darazuだと思う。〕，169
（話者同志。），170〈目上に。〉，173（？），177〈古い人のことば。〉，193．注1〈目上に向かって言う。〉注2＜同等以

下に向かって言う。＞
563227

151注1〈「してはいけない」の意。女性に使用が多い。〉（nana

6

tto（行ってはいけない〉を誘導した

がそれは出ず，回答語形が出た。）注2（あとでこうも言うと答えた。），158〈昔は多かった。〉，159（反語的表現で
あり，159の回答としてそぐわないことを確認。），160（これは勧誘を表わす。），172〈jogariso：daは使わない。〉，
174（「雨だと言う」の意。），175（「高いと言う」の意。），176（「鬼がいたというそ」の意。），191（場所を表わすら

一623一

しい。従って，191の答えとしては不適と思う。），207注1〈命令的。〉注2〈依頼的。〉，241＜kuimono（食べ物）に限
らず，人から物をもらったときはこう言う。＞

563342

151〈安政頃生まれたおばあさんが言った。やさしいことば。〉，156〈ooηaとは言わない。〉，

157〈老女が使う。〉，158〈早く言ったことば。〉，165注1〈ikazuの類は使わない。〉注2〈女性に多い。〉，167〈中

年の女性はikundaroが多い。〉，172注1（話者は，これは決めつけてしまった言い方だとし，訂正した。）注2〈joka
riso：daとは言わない。〉（話者はjokarazuを訂正してこれを答えた。），241＜最も古い。＞
563917

564229

170〈「たぶん」はあまり使わない。〉（dai

30bwは？。），174＜「そうだ」とは言わぬ。＞

148〈男だったら2回，3回めになると，語調を強くしてこう言う。〉，151＜明治生まれの人は盛ん

に言った。〉，152〈この場合はnanaittoは使わない。〉，154〈親しい友達に使う。古さはしkanakerja＝nanne「，し
kanakut∫ananne：と同じ。（再調査時の発言で）これがいちばん方言的でよく使う。〉，158注1（「行くと思っている」
ということ。）注2（「行こうと思っている」ということ。），160〈少し目上の人に。〉，162〈親しい相手に。〉，173

〈年配の人はambeをguwaiの代わりに使う。〉，187〈darjaとはならない。〉，191（再調査によって得た回答。〉，193
注1〈darejarazukaなどは使わない。〉注2（再調査によって得た回答。），207＜kurejaよりも多少丁寧。＞
564680

564897

564975
565104

147（〈リャク〉の部分には「〜におくれる」など入る。），208注1（孫に言う。）注2（他人に言う。）

152〈強く言う。〉，159＜心の中で言う時。＞

207〔確認しても命令形は得られなかった。〕
151（ik田na，

ik㎝najoを誘導したが，回答語形が自然な様子である。），152（ik町a，

ik町ajo

を誘導したが，回答語形が自然な様子。），169（この頃で「行ったのだろう」のittanz町aを尋ねたが，言えるかどう
かよく分からないとのこと。）

565274

160〈ふつう〜waをつけて誘いのことばとする。〉，169（ittandaraz

ulとは言わないとのこと。），

208〈jattaとは言わない。〉，209〈jattakaとは言わない。〉，24ユ〈食物の時だけ使う。＞

565308

160（iη田be：はeηul

be【にも聞こえる。）

565333

149（〈ナマェ〉の部分は具体的な名前が入る。），241（主に食物をもらった時に言う。）

565912

147〈家によって使う。〉，151〈やさしい言い方。〉，152〈zo：をつけると強い言い方。〉，159

（「まい」相当の言い方はしない。このように否定形で言うのが一般のようである。），166〈年よりはこれが多い。〉，

168＜年より連中がそこらで行き会って話す時。＞
565946

ユ51（（往来へ）der田naという回答が得られた。〉，170〈年よりはこれが多い。〉，173（？）

566177

148〈調子を強める。〉，150〈語調を強める。〉，156（再調査によるもの。），157（体言止めは誘

導したが出なかった。〉，158〈「行きたいものだが行けないかも知れない」の意。〉（これは「行くようになろうかも知
れない」の意。），160〈相手に強く働きかける。〉，168〈〜tsuraの方が〜zuraよりも確実性が高い。〉，169注1＜it
tandzuraとは言わない。〉注2〈確実性が〜zuraよりも高い。

ittandzuraとは言わない。〉，173＜「あんばいが悪いだ

ろう」にあたる。〉，174（再調査時の発言。），175（再調査時の発言。），176（再調査時に得られた回答。），186＜後
の方にのみ〜daを下接する。〉，ユ9ユくこの方が新しい気がする。〉，192（「いいだろうか」の意。），193＜強い反

語。〉，207注1〈90歳以上の人が使う。〉注2（再調査によって得た回答。）

566278
566689
566718
566817
566851
566919

241〈食べ物の場合。＞

157（anohanaの部分は誘導。）
148注1（話者の孫は女の子なのできびしい言い方が出にくい。）注2＜一番きびしい言い方。＞
153〈やさしいことば。〉，241＜昔は〇二ki∬iを聞いたことがある。＞
150（より強い言い方。）
162〈「たまらない」とかは言わない。〉，163〈イキタクネーなどとは言わない。〉，166＜「へ。」を使うとす

ればこちら。〉，173（「〜らしい」という言い方は出ない。），195（k町utt∫薯keYaはk町田t∫IkeYaにも聞こ
える。）

624

567047

147（参考話者忠地愛子氏の発言。話者同意。），149（参考話者忠地愛子氏の発言。話者同意。），

152（調査洩れになり，あとで同席者に電話で尋ねたら，こう答えた。），153（同席者も同意した。），154注1（参考
話者忠良愛子氏の回答。）注2（参考話者忠勤まつの氏の回答。「行かなければだめだ」ということ。）注3（参考話者忠
地まつの氏の回答。「行かなければならない」の意。これも使うがigannarandzoのように言うのが普通だと言う。），
156（参考話者忠地愛子氏の発言。話者同意。）〈de▼は同僚にも使える。〉，157〈kire：もutsuku∫i：も使う。〉，

159注1（同席者忠地愛子氏による回答。）注2（反語的表現。），160（参考話者忠地まつの氏によると，以前はよく使
ったという。），163（参考話者忠地まつの氏は使わないと言う。），164（参考話者忠地愛子氏の回答。），165注1（調
査終了後同席者門地愛子氏に尋ねたらigudarazuも使うという。）注2〈決定的。〉（調査終了後同席者忠地愛子氏に尋

ねたらigudarazuも使うという。），166（調査終了後同席凹凹地愛子氏に尋ねたらigandarazuも使うという。），167
（調査終了後同席者口写愛子氏に尋ねたらigudarazuも使うと言う。），168（調査終了後同席者忠地愛子氏に尋ねたら
ittadarazuも使うという。），169（調査終了後同席者下地愛子氏に尋ねたら，
者はamedara，

ittadarazuも使うという。），170（話

a皿edarazuを使わないという。しかし，終了後同席者忠地愛子氏に尋ねたら，amedarazuは使うとい

う。），174注1（参考話者門地愛子氏の発言。）注2（参考話者忠地まつの氏は「使わない」という。），175（参考話者
忠地まつの氏はこれを使わないと言う。），189（「誰か」という意。＞

567177

147（話者田中氏の回答。），148（話者田中氏の回答。），149（話者田中氏の回答。），150（話者

田中氏の回答。），167（ikwnra，

567289

ik田nz町aとは言わないということだった。）

149くやさしく言う。〉，150〈強く言う。〉，151〈昔のおばあさんで上品な人が言った。〉（こう言

えば一般に禁止を表わした。），165〈一raと一zuraとは同じようなものだ。一raの方が確実性が高いような気もする。〉，
172〈新古不明。〉，241注1〈心安い者に対し言う。〉注2〈婦人のことば。〉注3＜親類などから貰ったときに用いる。＞

567318

151〈nanaittoの類は使わない。〉，156〈語尾の一しを用いるのは対等以上。〉，172注1〈jokariso

：daは使わない。〉注2（172の答えとしては不適当だ。〉，173〈〜ra∫i：は今のことば。〉，175〈心安い人同志の言
い方。〉，194（質問文の直訳である。），195〈nを入れるkurundatteという言い方はしない。〉，207＜kurjo：は使わ
ない。〉，241注1〈女性に多い。〉注2〈古い俗な言い方。今も使う。〉

567406
567536
567577
567644
567904

170（「たぶん」はあまり使わない。），241（やや丁寧な言い方。）

159（ikanaiはiηanaiにも聞こえる。）
171（刀レゲダを誘導したが，今は言わないとのこと。）
147（ha：は「早く」ということ。）

164（共か。），165注1〔行く可能性が低い。〕

注2〔行く可能性が高い。〕，171〈「降りそうだ」

という言い方はない。〉（うまく聞き出せなかった。），174注1〈テレビなどで聞いた時。〉注2〈友人から聞いた時。〉（伝

聞性が強い。），193（反語は出てこない。），195＜昔から三つとも使った。意味の差は不明。＞

568023

147（翌日もう一度尋ねたところ言うと回答。），149（翌日もう一度尋ねたらこれも使うという回

答を得た。これは命令と呼びかけの意味を含む。），150（翌日もう一度問い直したところ，この回答も使うとのこ
と。），154〈新古不明。〉，156（翌日問い直したところ，ηaを入れない方が一般的であると言う。〉，158（過去形

でないことに注意されたい。），160〈igamjagaとは言わない。〉，161（翌日問い直したところこの方がよいとの回答
を得た。），165〈〜raはまずい。〉，166〈iganraは使わない。〉，167〈〜raは使わない。〉，168注1＜もう向こうに

到着している感じ。〉注2〈まだ向こうに到着していない感じ。〉，169（翌日誘導したところ，これでもよいと得た回
答。），173〈〜ra∫i：は今のことば。〉，174〈「雨だと言った」の意味。〉，176（「いたそうだ」にあたる。），208〈こ

ちらの方が自然。〉，241＜∫o：∫i：の類は使わない。＞

568122

148注1〈ことばが強くなる。〉注2〈強いことばになる。〉，150注1〈強く言う。〉注2〈強くなる。〉

注3〈akerone：より強い。〉，151〈優しく言う。〉，152〈ことば（の調子）が強くなる。〉，153＜一zoよりも一ze：の方

がやさしい。〉，154（再調査時の回答。），155（再調査によって得た回答。），156注1（他の言い方を誘導するが使
わないと言う。）注2（再調査によって得た回答。），157〈親しい人ならこちらを使う。〉，158（再調査による回

一625一

答。〉，159注1（「行くつもりはない」の意。）注2〈〜mai，〜me：は使わない。〉，160（はじめ話者は〜me：kaは使わ

ないと言ったが，再調査の結果，これも使うとのこと。），162（再調査によるとこうも言うと言う。），164（再調査
による。），165（再調査による。），166注1q66の回答としては不適。）注2（再調査によって得た回答。），167注1
（167の回答としては適当でない。）注2〈一ndzuraは使わない。〉（再調査でも一ndzumは使わないという。），168注1＜方
言としてはこれがよい。〉注2（再調査の結果。），169注1（回答としては不適。）注2（再調査によって得た回答。），
173注1〈bjo【kira∫i：は使わない。〉注2（再調査によって得た回答。），177（再調査で得た回答。），191＜〜da〜
を入れた方がよい。〉（再調査によって得た回答。），192〈一dakana：は使わない。〉，194（直訳すると「やらないなん
ていうことがあろうかありはしない」の意。〉，195（再調査時に得られた回答。），206（再調査によって得た回答。），
241注1〈目上に用いる。（以下再調査時に述べたこと）新しい言い方である。〉注2〈同輩以下に用いる。〉注3（再調査
時に得られた回答。）〈一eは同輩以上に用い，敬意がある。＞

568179

165（尋ねたがik㎝nraは使わないとのこと。），169（ittanraは使わない。），170（ameraとは言わ

ない。）

568426

148〈おどかしかけるように言う。〉（morauはmoro：になる。），149（〈ナマェ〉の部分は具体的な名前が

入る。），155（文脈を理解してもらえず。），157〈山の紅葉については，mts瓢k田∫i：na【とも言う。〉，160〈親
しみ深い。＞

568529

568667
569028

155〈女の人が使う。〉，173〈若い人のことば。〉，ユ75（伝聞の言い方。），177（推量・伝聞。）

188〈自然な言い方。〉，207＜昔の子供が言った。＞
ユ47（〈ナマェ〉の部分には具体的な名前が入る。），148〈声を大きくして荒く言う。〉，149（tatteru

piは「立っているから」ということ。），152〈声を荒く早口で言う。〉，160〈この方がよい。〉，167＜n（ン）は入れな
い。〉（同席の婦人はikundzuraとn（ン〉を入れてもよいと言う。），ユ68〈確実性強い。〉，175〈タカィッチューワのような言い

方はしない。〉，189〈ηaはなくてもよい。〉，194（「そんなことはあるもんか」の意。jarannantekotoηaarasukaiの

ような言い方もあると考えられる。），241注1〈人から物をもらった時，あるいは手伝ってもらった時などの礼のこ
とば。〉注2＜食べ物をもらった時の礼のことば。＞

569044

159＜「マイ」は使わない。＞

569616

168注1〈あじわいがある表現。〉注2〈通りいっぺんの言い方。〉，207＜k町eroiに基づく形。＞

569757

147〈静かに言う。〉，166（ikane【be【の形は若い人がわざと言うもので老年層はぜったいに言わ

ない。）

569895

155注1〈強い。〉，注2〈やわらかい。＞

569961

241（「すみませんですね，どうも，こんな結構な物をもらって」の意。）

570140

ユ48〈調子強く。〉，150〈調子強く。〉，151（153と考え合わせて，本人の訂正したものを録す。〉，

152＜調子強く言う。＞

570185

148（調子を強めて言う。），149注1（kurene＝ke＝ともなる。）注2（okureともなったりする。〉，

151〈調子をやわらかく言う。〉，ユ56〈親しい中で。〉，157〈「花の」の「の」はない。〉，170＜「たぶん」はっけないの
が普通。含まれる。〉，ユ89＜「が」を使わないで言う。＞

570235

152〈更に強く言う時に使う。〉，153〈ここらでは簡単に言う。〉，170〈「たぶん」をぬく。それで

通じる。〉，189（ηaがぬける。）

570430

189＜ηaはっかない。＞

571241

189〈ηaを抜く。〉，192くあまり言わない。言う人もあるようだ。＞

571394

147（よそ行きでない言い方を求めたものである。），148（wakaranaekaを土地のことばに直しても

らったものである。），149（生きたコトハ

になるようにせよ，と求めた結果である。），150（akena凱okaを土地の言

い方にするように，求めた結果である。），153〈強く言う場合。〉，156〈省略した言い方。〉，158＜両方同じく使
う。〉，159〈両者とも同じく使う。〉，160〈どちらも同じく使う。〉

一626

571410

152（gttenaNne：と答えたが，153のところで考え合わせて，このように回答した。），157（rip

padakotoはkire：dakotoに当たるものである。）

572012

147〈語気やさしく。〉，148〈語気強く。〉，165〈toomo：までつけないと言えない。＞

572084

150〈hajakuakenasaiは女が言う。〉，153注1〈女のことば。〉注2〈男のことば。〉（男は命令直叙形

をとる。），157＜文章で。＞

572176

147〈okiroはきびしくなるんでしょう。〉，149（話者に「大変いいことばを使われるようですね。

実際小さいお子さんに言われますか」と尋ねたところ，「最近そのように言う」とのこと。），154（geはReにも聞こ
える。），156（訂正してもらうために聞き直した結果である。），157注1〈男が言う。〉注2〈女が言う。〉，174〈聞
くこともある。〉，189〈言う人もいる。〉，207〈若い者が言う。＞

572351
573061

150（ageroはakeroにも聞こえる。）
147〈やさしい。〉，149注1〈やさしさ大。〉注2〈ナがっくとやさしくなる。〉，193注1〈強く言う

時。〉注2くあまり強くなく言う時。〉，241＜対等の人に言う。＞

573081
573134

209＜80蔵すぎの人に言った人がいた。＞
157（「それは大きいこと」ならsoしtsa：dekk巳：godoと言う。），163〈土くさい。〉，207＜子どもの

ことば。＞

573169

192（eはiとeの中間音。），207〈両方とも目下に言う。〉（違いを聞きだそうと，あれこれためし

たが失敗。）

574088
574164

194（回答得られず。）
157（話者はみな共通語だと意識している。），174〈自分がふだん使っている言い方。〉，194（質

問の意図がくみとれない。）

574271

147〈言わない。〉（148の次に否定。），153注1〈強い言い方。〉注2くいくらかはやさしい意味。〉，

156〈ていねいな言い方で，普通言わない。〉，159（eηw，iη㎝とゆれている。），160＜〜Yajaをつけると，さそ
いの意味が強まる。〉，161注1〈弱く思う。〉注2〈強く思う。〉，165注1〈たぶん。〉注2〈きっと行く時。〉注3くよく
わからないの時。〉，166〈「へ㌧」は使わない。〉，170（「べ」は出ない。），173〈bjo：kiは使わない。〉，191（？），
195注1〈男のことば。〉注2〈女が使うことが多い。〉，207（「タハ

コを1本」で言い切る形が多い。），209（たしかに［e］

である。）

575161

147〈女の子に。〉，160注1〈あらかた決まったこと。〉注2くたずねるとき。〉，166〈ざいの人どう

しが使う。＞

576180

153（iY田nda爬【doの解説のつもりか。），170（「たぶん」は出てこないが，166の答えではta

∫萬kaを使っていた。），172（「そうだ」は出ない。回答はNR相当。），173注1〈昔はこのように言った。〉注2＜病気
ということばは昔はなかった。〉，194（他の語形聞き出せず。）

576282

147（〜ke3aのjaはrの弱まり。），160〈「良いそ」ということ。〉，170注1（a皿edappe【の部分，同

席者の誘導による。）注2（k毒ttoの部分，誘導。），171（？），193（？），195（話者はこれで問い返しになると主張し
た。），207＜両者半々ずつ使う。＞

577136

578084
578123

165＜「たぶん」は使わない。＞

195（聞き出せなかった。）
165〈非確実。〉，193〈反語は普通使わない。〉，194＜「やらないことがあるものか」という言い方

は普通しない。〉，241〈補助的にnandaikonnaヒoto∫裏te，とかkonnaヒ。騎s田nnajoのような表現をそえることが
ある。＞

578224

156（「おれが家ではおれだ」の意。），158（embedoomotter田の説明として言ったようだ。），162

（「いきたいんだけど」に相当。），166注1〈半分決定的。〉注2〈うたがわしい。〉，171（「ふりそうだ」は出ない。），
172〈「よさそうだ」は使わない。〉，174（「雨だとよ」に相当。），175（ne：は終助詞のネ。），194注1（「なるまいよ」

二627一

の意。〉注2（「ならないよ」の意。），209（「くわせたか」に相当。）〈kase四は「動物にえさをやる」の意。「食え」は

ke：と言う。＞

579374

152（調子をきびしく，荒げる。），153注1〈やさしく。〉注2〈きびしく。〉，167〈少しはっきりし

ている。＞

626709

152〈強い言い方。〉，153注1〈やさしい言い方。〉注2〈強い言い方。〉，157（「anohana」は当方で

補う。〉，162くこちらの方が行きたい度合が強い。〉，166〈こちらの方が古い言い方。〉，173（ヒ

ヨーキラシイ，〜ラシカな

どの言い方をしないようだ。）

627712

147（参考話者平山氏はhajookiro，

hajookinasaiと言うとのこと。），148（参考話者平山氏はhajo

okiηkaと言うという。），149（参考話者平山氏はmadooakejoと言うとのこと。），150（参考話者平山氏はmadooake
：joと言うとのこと。），151（参考話者平山純作氏はikunaと言うとのこと。），152＜「イッテワデケン（行ってはいけない）
トユー夘一力

deki

」の意。〉（参考話者平山氏はikunaと言うとのこと。），153〈kutt∫adeki

Nは「食ってはいけない」，

mit∫a

Nは「見てはいけない」と言う。〉，154（参考話者平山旧作氏はikanadekeηjoと言うとのこと。），155（参考話

者はikujoと言うとのこと。），157（参考話者平山氏はanohanakire：nahanajoと言うとのこと。），159（参考話者平
山氏はikaNjoと言うとのこと。），160（参考話者平山氏はiko【jaと言うとのこと。），171（参考話者平山氏はφut
tekiso：na，φumgena（ゆ）と言うとのこと。174，175，176を参照。），172〈「〜ソーダ」は使わない。〉，173＜〜ラシイ

は使わない。〉，193（jaruの部分のみ誘導したもの。），207注1（たばこのとき。）注2（飴のとき。）

628781

147（149の調査時にhajo：と実現され，

hajoの事象のあることを追補した。），148（hajakuはhajo：

の可能性を残す。），151（追補回答。）

633906

148〈もっとも強い言い方。〉，150注1〈akenja【より強い言い方。〉注2くもつとも強い言い方。〉，

ユ54〈相手も一緒に行かねばならない様な時に使う。〉，155〈相手に頼む様な気持がある時。〉，162くせつばつまっ
た気持で言う。〉，194（質問文に似た文は得られず，回答のように言うらしい。）

634834

147（sは∫に近い音。），153〈強い調子。〉，157（疑問。質問文に影響されたものであろう。〉，

173〈主に他人が使う。〉，174〈自分は言わないが，時々聞く。〉，175（taka【genaの短呼形。），194（daregasende
moの変化形か？。）

634968

147注1（話者に孫がいないので，難のある表現。）注2（okiro：jaの再発音形。話者に孫がいないの

で，難のある表現。），152〈声を強めて言う。〉，157注1〈人に言いかけるとき。〉注2〈一人で思うとき。〉，163〈ど
ちらも同じく使う。〉，168〈確信があるときに言う。〉，171〈他人で使う人もある。〉，172〈他の人が言う。〉，173
（「病身な」の意。）

635764

148注1〈言い方を厳しくする。〉注2〈o：ihajooki：jaより厳しい調子になる。〉，150＜最も厳しい

言い方。〉，152〈言い方を厳しくする。〉，153（該当しない表現か。），157〈目下の者に言う。〉，168〈ほぼ確かな
とき。＞

635843
kenjo，

147〈やさしい言い方で。〉，ユ48〈強い言い方で。〉，150（？），152注1〈強く言う。〉注2＜ittjai
ittjaikenより厳しく言う時に使う。〉，161（na：は疑問。

no：が普通。），167〈話題の人が目上の場合。〉，

ユ72注1〈言い切りの気持が強い。〉注2〈多くno：などの文末詞を伴う。〉，188＜八十才以上の老人の言葉。＞

636625

150注1（「開けいと言ったら」の意。〉注2（「〜というのに」の意。），152（やややさしく言う時の言

い方。），156注1（イクソイヤ，イクノイヤは強調。）注2（ウラは品が低い。）注3（ウラは品が低い。イクソイヤ，イクノイヤは強調。）

636860

152〈強く言う時しか使わない。〉，159〈他人に話しかける様な気持のとき。〉，170＜質問に答え

るとき。〉，172〈女が使う。〉，173〈bjo：kirasi：とは若干意味が違うようだがよく分からない。〉，174注1（gena
は使わないというのは疑問。）注2〈自分の推測をも入れる時に使う。〉，175注1〈genaは使わない。〉（genaは使わな
いと言うが疑問。）注2〈自己の推測も入っている。genaは使わない。〉（genaは使わないと言うが疑問。），176〈昔話
の話し方的。＞

636932

241〈arigato：より丁寧な言い方。〉

一628

637458

147〈老女の言い方。〉，148（001でna∫iteokiNkaoki：が出た。），149注1〈よいことば。〉注2（録

音外のときに出たことば。），150（録音後の問いに対しての回答。），152（録音後に出た回答。151の回答とは文の
抑揚が異なる。），164（「〜てもらいたい」を何度も誘導したが，「〜ツラ（ナラ）エー」の言い方しか出ない。），166＜ikaN

3aro：は若い人のことば。〉，168〔確信的な推量。〕，170〈ときどき。〉，174注1（情報の出所がはっきりしてい
る場合の言い方。）注2（ややなげやりな，伝聞の言い方。），177〈聞くこともある。〉，188注1〈男の子に。〉注2＜女
の子に言う時。〉，241注1〈返礼の品などをもらった時に言う。〉注2〈軽いお礼。＞
637528

147（言いかけてやめたが，これも日常に聞く。），148〈ひどく叱る時。〉，149（「アケテキーサエ」は言わ

ないと言うが？。），150（のちに聞く。チーフ。はない。），153（「イッチャーナラン」を聞くと，話者ははじめはくきびしい言いか

た〉と答え，二回めにはく女のことば〉と答えた。土地ことばではあるまい。），157（162の後に再問。），160（娩曲な
言い方。），165（ひとりごと的なつぶやきの時。），169（話者はく上品なことば〉と言うから，共通語意識で使ってい
るのか。〉，172〈としよりことば。自分は使わない。〉，173〈80〜90歳の人のことば。〉，174＜子供の時に聞いた老
人ことば。自分は言わない。〉，188（ka

eはkaとk田の中間音。），191注1くちょっとていねいなようだ。〉注2〈年寄

りが言っていた。自分は使わない。〉，241＜古い人のことば。＞

637711

152〈ittja：ikenwa：neよりきびしい言い方。〉，156（「行くわや」の短縮形か。），158＜相談する

様な気持のとき。〉，171〈特に人に言いかける気持ちで言う。〉，189注1（gaは不要とのこと。）注2（gaは不要との
こと。daredoの反省形。），190（〜doniのdoは反省形も［do］。），195注1〈相槌を打つ気持ちで言う。〉注2〈尋ねる
気持ちで言う。＞
637890

147（149でakeNsaijoが出てきたので「オキンサイヨ」とは言いませんかと聞いた。），148（150でake：joが

出てきたのできいた。），149（wari：karaの所は「ワリーケー」がよい。147参照。），153〈こちらが良い。〉，163（180の
説明文に出てきた発話。［B］は東京語などの［a］よりも調音点が高い。），173〈こちらの方が「らしい」によく合う。〉，
195注1〈「ka」ははじめから聞く時に使う。〉注2〈聞き返す時は「ja」を使う場合が多い。〉，241＜親しい人に言う。＞

638328

147（何度めかの時の言い方。），149注1〈命令の時。〉注2＜小学5，6年になっていればこう言

う。〉，151注1（日常よく聞くように思うが，話者の答はあいまいであった。）注2（二度目にはこう答えた。），154

（話者はikaNna：ikeNは自分の心中を言う時，

ikaNFamaraNは他者に理由を言いたてる時のような区別がある

というが？。イケンとナランとは，新と古とであろう。），162〈強い感情の時。〉，168〈イッツローは言わない。〉，173注1（推

測ではあるが，発想が異なる。）注2（共通語的か。），174注1（一人でつぶやくように言った。）注2（くきちっと言う
時〉との説明は，話題の出所が明らかだという意味だろう。），175注1（問いことばを言いかえての答えか。）注2（話
題の出所が明らかである場合。）注3（話題の出所が漠然としている場合。），186〈より漠然としている言い方。〉，
191〈記憶があいまいな時。〉，193注1〈ヤ1シは「与える」の意。〉注2（193の調査の時にはヤルは使わないと答えたが，の

ちの確かめで，この形が出た。），194注1〈自分の意志を反語的に言うことはあまりない。〉注2〈他者に言う時の言
い方。〉（「当然すべきだ」の意である。），207〈以前は，大事なものの時は勤サイと言ったが，今は廃語に近いだろ

う。〉，241注1（手伝ってもらった時の礼。）注2〈現在は廃語。子供ことばだった。＞

638487

147注1〈hajo：okiNkaよりやさしい。〉注2（209調査でカナが出た。147を聞きかえすと，これがやさ

しい言い方だと言う。ただし女性がよく言うことばらしい。），148注1（147とは抑揚が異なる。）注2〈叱ること
ば。〉，149（209の後に聞きかえしてこれを得た。akeNka：よりやさしい言い方。ただし女性がよく言うことばらし
い。），151〈イッチャーイケンよりゆるやかな言い方。〉，152（151の回答とはイントネーションが異なる。），153くきびしい禁止。〉，

165（ダイは文末詞。），168〈古いころのことば。自分は使わない。〉，171注1＜自分も言うが，年寄りことばかもし
れない。〉注2〈妻にこう言うこともある。〉，173（「どうも」には続かない。），174注1（確実な伝達。伝える相手が

定まっている。）注2（いくらかなげやりな伝達。ひとりごとでも言える。），175注1（いくらかなげやりな伝達。ひ
とりごとでも言える。）注2（確実な伝達。伝える相手が定まっている。），190（ひとりごとのように出た。），209
〈孫に言うやさしいことば。自分も言うが女性がよく使う。〉，241注1〈軽い感謝のことば。〉注2（gone

teotaegato：godaimasuと続けて言うことが多い。）

一629一

Ngairima∫i

638598

147〈女が言う。〉，152〈sott∫i：itt∫a：ikendejoより命令的な言い方。〉，153〈こちらの方が

命令的な言い方。〉，157〈人によってどちらも使う。〉，168（「行っているだろう」の意。），172注1（「良いだろうJ
にあたる。）注2（参考までにelgena（伝聞）もある。），173（「病気ではないか」の意で不適切。），195（文末の卓立
によって「来るんだって？」に該当する表現となっている。）

638762

147注1（saiは尊敬助動詞。）注2（maiは尊敬助動詞。）注3〈女性語。〉，148（147のばあいと，イント

ネーションがちがう。），149（マイは尊敬助動詞。），157注1（028でシズカナ，シズカジャが出ているが，ここでは〜ジャしか出て
いない。たしかめを忘れた。）注2〈リッハ。ナは「美しい」の意にも「みごと」の意にも用いる。〉（028でシズカナ，シズカシ

ているが，ここでは〜シ

ヤが出

やしか出ていない。たしかめを忘れた。），159〈強い意志。〉，160注1（「行かないか」に相

当。）注2（「行ってみないか」に相当。），168〈今も奥の老人は言っている。〉，174注1〈不確実な伝達。〉注2＜確実
な伝達。〉，176（問いに対しては，この答えが最もよい。），194（？），207注1（「くれないか」相当。）注2（「マイ」は尊

敬助動詞。），209くこちらの方が品位はやや下。詰問。＞

639386

150注1（「あけてくれと言うのに」の意。）注2（「早くあけうってば」の意。），151〈女が使う。〉，

152（「行ってはいけないってば」に相当。〉，156（「オレイヤ」（おれである）ということ。），157注1（「ノー」も「ナー」も言うが

「ナー」は女性的。）注2（kire：3ano＝をくりかえそうとして自然にkire＝nano：が出た。），159注1〈強い決意。〉
注2〈決意がやや弱い。〉，160〈強い誘い。〉，164注1（共か。）注2（文脈がやや異なる。），168（直訳すれば「イッテオ
ロー」であるが，「行ッタダロー」相当としてこう言う。），174注ユ（問いを直訳したらしい。）注2〈漠然と言う。〉，175＜漠

然と言う。〉，176注1くやさしく上品。〉注2〈孫に昔話をする時の言い方。〉（問いに対しては，これが的確な答であ
る。），194〈弱い言い方。〉，ユ95（〜テヨは問い返し。），241＜返礼の品，あるいは謝礼の品などを持ってきた時に言
う。＞

639662

149注1〈男の孫に。〉注2〈孫娘に言う時。〉注3（全体終了後に聞き直したもの。），153〈念押

し。〉，154〈「是非とも行かねばならない」という気持ちを表す。〉，156（後に確かめたもの。），168〈〜ツローは徳山
で言う。防府は言わない。〉，174〈不確実な伝聞。〉，175（174にテーヤが出ているので，何度も確かめるがタカイテーヤは言

わないと答える。），187〈不確実。〉，193注1〈女性がよく言う。〉注2〈男性語。＞
639711

16ユ〈「行きたい」の意。〉，167（「行くのではないか」の意。），169（「行っているのじやないか」の

意。），174〈伝聞。〉（自己の判断も含まれていると思われる。），175（自己の判断も含まれていると思われる。），
194＜jarukajaraηkaと聞かれた時「やる」という意味で言う。＞

639807

155〈親しい人に。〉（参考話者大岡氏もこう言うとのこと。），166（「行きはしないだろう」の意。），

177〈こちらの方がよい。〉，188〈napijaはここでは言わない。〉，190＜こちらの方が良い。＞

640492
640769

148（jareは文末詞ヨに相当。），150（jareは文末詞。）
150〈少しきっすぎた。〉，152〈151の回答とはイントネーションが異なる。〉，157〈ウツクシーは共通語。〉，

164注1〈自然。〉注2〈角ばった言い方。〉，167〈ノを入れない。〉，241＜最も丁寧な表現。＞

640900

170（うかつに，これだけを筆記して，すごした。即ち，調査もれ。）

640958

155（？），192（k記：はkaiから生じた形。〉，206（mo＞ma）

641131

148〈語気を強める。〉，152〈強く言う。〉，159〈他人に話しかける様な気持のとき。〉，160くや

や強い誘い。〉，207＜命令的な感じで言う。＞

641222

147（haekotook

i：dagaの言いかえ。），148〈女の子に対して，やや他人行儀になる。〉，ユ50〈男

女によって文末詞による強調の差がある。〉，168（？），171〈φu＝sagedaとは言わない。〉，173＜女性や親しい人
に対して使う。〉，186（1kujara

l

現は日常はしない。dogedemos

teでこの気持ちを表わす。〉，241〈普通この様に繰り返して用いる。＞

641287

I

kanjaraを言い換えた形。），191（？），192（1はeの音色。），194〈この種の表

147〈他の人が使う。〉，150〈これだけでも言う。〉，176（？），195注1〈話し手の嫌な気持ちが入

っている言い方。〉注2〈単に聞き返す時の言い方。〉，24ユ（「御念になりました」くらいの意か。）

641659

150〈最もきびしい表現。〉，156〈強め。〉，157〈utsuku∫i：は上品。

630一

kire

maが普通。〉，172

〈強め。〉，241くたびたびもらうとき，あるいは特別にたくさんもらったときに言う。＞

641854
641910

188注1（同等。）注2（子供に。）
149（アケトクレのように「ト」となるとていねいな感じという。）194（マアは否定の「まい」の意と思われる。）

641918

150（「なぜあけないのだ」の意。）

642049

148（強く言う時にはこの語形があることは032に記述しておいてある。後に電話にて再確認し

た。），150（ここでも聞くことを落としたが，034にも記したように，ak￠rgがある。あとで電話で再確認した。録
音にはないが追加したい。アケレは強く子供などに要求する時に言う。），158（助詞「と」は必要と話者は言う。），159

〈両者とも同じであり，同じように使う。〉，160〈上品な人が言う。自分は使わない。〉，165（この地の南に隣接す
るところは，出雲でも中国方言の行われる地帯であるため，ダラーでなくてジャラーが出る。但しジャは推量形などの未然
形に限るようである。），169〈両者は結局同じことである。〉，171〈プリサゲダではない。プリサケ

ナである。〉，172＜ヨサゲ

ダではない。〉，177〈ヤーダとは言わない。ヤーナと言う。〉，186〈こちらの方が少し重い言い方である。〉，195（出雲
市はクーテテヤ（teteja）と言うが，ここは言わない。），241＜dandanよりも丁寧な言い方。＞

642157

148〈強調形。〉，エ49〈内孫がないのでやさしい言い方しかしたことがない。〉（aketego∫eの答え

がないのは不審。），150（非常に強い言い方。），153（ikenの表現があるはずだが聞けなかった。），155（共通語
か。），156（？。watak

u

s

1は共通語形。一般的にはwas

I，oraと言うはず。個人的な癖である。），157＜女性は質

問文の様な言い方をする。〉，158〈他人はよく使う。〉，159（一般には用いられない。），165＜最近は用いない。子
供の頃言った。〉（？。こちらを古形とするのは，1kaz

iを一般には用いるためか。），169（noを含む形では言わない

らしい。），170（amedadeの形があるはずだが，聞けなかった。），172注1（伝聞表現からの類推か。）注2（？。伝聞
表現からの類推か。e：sa：naが普通。），174（？。

（so：na，

amedasanaが普通。），175（？。

sanaが普通の形。），176注1

so：daは普通はsanaになる。これは共通語か。）注2（ottaとなればこの形しかないらしい。），191＜両者

の頻度同じ。〉，193（？。格助詞が落ちるのは珍しい，ぞんざいな言い方。〉，194（質問文に該当する表現はないら
しく，これは無理に答えてもらったもの。）

642293

147〈やさしい言い方。〉，150〈厳しい言い方。〉，151〈よりやさしい言い方。〉，156＜他の人が

使う。〉，157（〜dana：と〜nana

lとは区別せずに使われる。），165注1〈不確定さが強い。〉注2〈やや確実なと

き。〉，168注1〈確信があるとき。〉注2〈想像するとき。〉，169注1〈根拠がなく，想像するとき。〉注2＜根拠がある
とき。〉，171〈降り出すまでに余裕のある時にこう言う。〉，172〈頻度同じ。〉，174〈人から直接聞いた時。〉，186
〈一raはあってもなくても，意味は変わらない。〉，194（調査にやや困難がある。），195注1＜直接相手に確かめる気
持ちで言う。〉注2〈相手の根拠を確かめようとして言う。＞

642339
642537

241〈主に昔使った。＞
149〈やさしい，とっておきの言葉を使うと，よく言うことを聞くので使うこともある。〉，157

注1〈ucukusi：は共通語。

boQko：はdo

l

raiに比べると上品である。〉（ucukusi

lは共通語。）注2〈boQko：はdo：rai

に比べると上品である。〉，163（後で否定したが，実際は使うと思われる。），176＜よそ行きの言い方ではない。＞

642649
642692

152＜きつく言う。＞
154注1（話者の説明によれば，おとなしい穏やかな言い方らしい。）注2（話者の説明によれば，万

難を排し，無理を押して，どうしても行かなければならない時に使うらしい。），165〈少していねいな感じ。〉，170
（〜a皿ezjaro【もある。），187〈d麗：よりdareの方が少し丁寧な言い方。＞
642809

151（153，152の後で回答した。）〈152とは違った語調で言う。〉，155（はじめ誤答ホンナラワシモイコーカを

筆記し，録音していた。後に照会して得た答。信頼できると考える。），173〈〜ラシーも昔からある。〉，175＜ソージャも
昔からある。＞

643151

147注1（muttjanは孫の名。）注2（muts㎜iは孫の名。），153〈厳しい言い方。〉，171〈他人が使う

こともある。〉，173（？。伝聞表現と混同か。），189（d31は［i］とも［u］ともとれる曖昧音。），190（d31の母音
は［i］とも［u］ともとれる曖昧音。），191（d3

iの［1］は曖昧音。），241く老人でもこのごろはめつたに使わなくな

一631一

つた。＞

643300
643404

152＜強い口調で言う。＞
147〈言葉の調子をやさしく。〉，148〈調子がはげしくなる。〉，150〈声を荒々しく。〉，152〈声

高く言う。〉，159〈他の人が使う。〉，193＜そのように言う人もあるような気がするが，自分はd田：gasurum。

N

ka

の方を使う。〉，209〈強い言い方。＞

643450

152〈声が荒くなる。〉，154（第二日の補充調査による回答。），ユ58（イはユとも言う。），159（「行

く」はイクとも言うがユクとも言う。），160（イはユとも。〉，162（イクのイはユとも言う。），163（イはユとも。），165（イはユ

とも。），166（イはユとも。），167（イはユとも言うと思う。），176〈仙は特別によそいきではない。〉（最初はイルの方を

よく使うと言っていたが，後ではオルの方をよく使うと言い出した。），206〈よそ行きのコトハ

ではない。〉，209注1

（「やったか」に対応する。）注2（「餌をやったか」に対応する。イヌーコータカは「犬に餌をやったか」ということ。）

643655

148〈力を入れて，大きな強い声で。〉，150〈大きな声で言う。〉，152〈大きな声で言う。＞

643705

154（録音終了後に誘導。），155（後日の再調査によって得たもの。），162〈非常に行きたい。〉，

195（「来るんだって？」の意が通じた上での回答かどうか怪しい点がある。）

643794

147〈やさしくもきびしくもなく普通。〉，148〈きびしさは同じ程度。〉，152〈語気を強めて言

う。〉，ユ65注1〈男が使う。〉注2〈女が使う。〉〔女が使う。〕，177〔はっきり言うときは最後の「ナ」をつけな

い。〕，191〈時々聞くが，私はあまり使わない。〉，206〈両者同程度に使う。新古はよくわからない。〉，241＜同
等から目下に対して使う。＞

644035

148〈強く言う。〉，154（聞き手との関係で，相手も同様の事情下にある様な場合に言う。），159

注1〈一人独白する様なとき。〉注2〈他人に向って言う様なとき。〉，160〈強く誘うとき。〉，162（？），163（na【は
「ナイ」の意。），186〈主に他人の事について言い，自己の事について言うことは少ない。〉，241（dandanだけでは言わ
ないという。）

644161
644513

152＜語気を強めて叱るように言う。＞
154注1（ikanja：ike

NkeNとも言う。ke：，keNは共通語の助詞「から」に対応するものであるが，

この使い方は単なる強意あるいは娩曲の文末詞と考えてよいだろう。）注2（文末にke：，keNをつけることもある。
ke：，ke

Nは共通語の助詞「から」に対応するものであるが，この使い方は単なる強意あるいは娩曲の文末詞と考えて

よいだろう。），165〈相手が町長ならikudaro：と言う。〉，170〈tabu

Nはよそ行きの感じ。〉，176〈よそ行きの言

い方でもない。＞

644693

148注1〈コトll

に角を立てて言う。〉注2〈語気を強めて言う。〉，150〈それぞれ語気強く言う。〉，

159（調査中の話者の発言ではma＝「助動詞まい」の方がよく使われていた。例えば107，ユ50の調査中。），192（zja

ro：は，少ないながらdaro：となることもある。），241＜中身を知らなくてもこう言う。＞
644842

147（「オキナサイ」の意で使う。），169〈若い人はシ

ヤ財をヤ財と言う。〉，170＜若い人は「アメや財」と言

う。〉，171〈若い人はジャのところをやと言う。〉，172〈若い人は「シ

644968
645098
645136
645331
645424

ヤ」のところを「ヤ」と言う。〉

ユ50（テに強勢。），175（175の回答としては不適？。）

152〈語気を強めて言う。〉，177〈どちらも盛んに用いる。＞

156＜自分を強調して，断定的に言うときはこのように表現する。＞
156（ne：はnojoからの変化形。）
149注1（小二の孫に対して。）注2（大卒の孫に対して。），150注1（小二の孫に対して。）注2（大

卒の孫に対して。），151注1（小二の孫に対しての言い方。）注2（大卒の孫に対しての言い方。〉，152注1（小二の孫
に対しての言い方。）注2（大卒の孫に対しての言い方。）

645557

147（オキヨの語形について，調査中話者に対して否定的発言をしたがそれは調査者の誤りで，この語

形は岡山の方言として根づき存在している。），148〈言葉が早く，大きくなる。〉，151（テヤーはtja：。），152＜声も
大きくする。〉，158（両方とも「ト」の抜けないこともある。），ユ60（「ユコ〜」のユはイのこともある。）

632一

645729

159（？），241＜女性の使用語。＞

645760

148〈大声で強く言う。〉，150〈声を大きくして強く。〉，152〈大きな声で強く言う。〉，167（こ

の形の方が普通で，多い感じだった。）
645839

159（「イコマイ」で誘導した結果出た回答。），171（プリソーヤを誘導したが，言わないとのこと。），173

〈共通語的ではあるが，ラシー，ミタイヤという言い方はある。〉，209（？）

645996
646430

164（不採？。）
159（他の項目の調査中に出た。），175（キァーはkj田：。），190（コェーは［ko巳：］である。）

646542
646636

159（〜m田：は〜ma＝とも言う。）
164（iQteはiteともなる。），170（tお：tお＝はt鐙＝te：とありたいところ。話者は「タィテーを

t田＝t詑：という」と強調したが，これは一種の誤った回帰であろう。後日の調査によれば阿部氏く62才，男〉は「te：
te：という」と述べた。），171〈少しぎごちない言い方。＞

646977

167＜最後のイは，エ〜イの中間の音にも聞こえる。＞

647011
647237

175（どちらも同じ程度に使う。）
169（どちらも同じ程度に使う。），176（どちらも同じ程度に使う。），188（こちらの方がやさし

いもの言いになる。）

647483

156〈きつい言い方。〉，158（再調査で確かめたところ，「この場合ト抜けばない」という。），165

〈「行く」はikuが普通であるがjukuということも時にある。＞

647507

153（iQtja：ikeNjoという言い方もある。），159〈女性に多い。〉，164（始めはmor田＝t田：と

㌍【に近かったようだが，後にはmor

e：te：とe＝に近くなったので巳：と記録した。録音で聞き直してみても旧

り。），166〈ze：はde：とも。〉，170（e：と記したがe：と記したほうに近いものかも知れない。），171（ze：は
de：ともなる。），187（dareはd
647560

e：とも言うと思う。）

152（コリャできびしさを示し，イクナという禁止のところは151と同じ。），172（念を押した言い方。），

174（強めた言い方。），189（ダレゾガとなる場合も考えられる。），190〈両者同程度に使う。〉，194（ドーデモスル，
ドーデモヤルは反語的言い方ではないので，なお念を押して考えさせたもの。）
647712

147（〈ナマェ〉の部分には具体的な名前が入る。「ハイ」は「早く」ということ。），148（〈ナマェ〉の部分は具

体的な名前が入る。学校がおくれるの意味である。），149注1（〈ナマェ〉の部分は具体的な名前が入る。）注2（ややてい
ねいな言い方。），150（〈ナマェ〉の部分は具体的な名前が入る。），151（エは，やわらかい言い方であるという。また，
イタライカンゼという言い方もある。），152（ジャマニナルシニソッチエイクナ，またイタライカンゼ，イタライカンゾなどの言い方もある。イカンソ

ラフ

はオ

（高い声でどなりつける）場合である。〉，155（「もちろん」に相当する僅言がないとのこと。），157（コノはアノとも

言う。），159（？。イクマイという言い方はないという。166でイケスマイが出て，「マイ」があったので，他の土地のものにきい
たところ，イキャスマイは言うが，イクマイは言わぬとの答えであった。「決して行くまい」に対する方言として，イキャスマイがある

と言えるかどうか，少々疑問である。イキャスマイはイケスマイと同じで「行かないだろう」の意かもしれない。確かめられなか

った。），163（「思う」の語が入っていない形を誘導して出たことば。がイヤはいつも使われるとみえる。他の土地の知
識人にきくと，イコーオモワン，イコーオモワンカ㍉イコーオモワンガイヤの三段階があり，ガイヤは親しい者同士がきわめて打ちとけた態度

で砕けた物言いの時に使う言い方で，改まった時や大勢の人前での話などではガイヤは使うことはないという。），165
（ワイヤは163のガイヤと同じ形である。），166（マイが出て来たところを見ると159の「行くまい」もあるらしく思われる。），

171〈他のことばが入っている。〉，173（病気という言葉は，ふだん言葉としては使われないというのである。），
174注1（明らかによくない。）注2（アメゲナテ㍉アメヤラワカランデでは少しニュアンスが違うのでなお求めるとこの答が出た。これ
が適切と思う。），193（スルを使うのが多いと見えて，タ

れまで何度も出たワイヤ，ガイヤ，リ

レガスリャレー，タ

イヤなどの言い方と同じ形の小豆島独自の語である。），241（昔，この言い方を聞い

たことがあるという。）

647995

レガスルカイヤがまず出てきた。），194（カイヤは，こ

151〈女のことば。〉，157〈女にある言い方。〉
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648241

153〈akaNは言わない。〉，155〈「もちろん」は言わなくて，ことばの強さ（力のこめ方〉で表わす。＞

648521

147（ハヨーと延ばして言う場合もある。），157注1（高松へ行けば女もノーを言うと話者は説明した。）

注2（女の言い方。），167（話者はこういうのをも時に聞くということであった。），168（ここでは話者はヤロ，ヤローと
はっきり言ったから，167についてもイクンヤローと言うのにちがいない。），170（「ヒョット」は「ふと」の意味で，ヒョットシタラなど

言うが，この場合にも使うことがあると言う。），176（質問に引かれて言った形。），177（話し相手を強く意識して
言いかけになっている。），187（ユクカが，イッカになる。），188（ナニーのところは尻上りのアクセントの言い方になる。）

648549

ユ54（人に会って自分の状況を説明して急いで別れるというような時の言い方。），157（どちらか

といえば女性の言い方である。），159注1（「行くまい」に相当する言い方がないので，「イカン（行かぬ）」でそれをあらわ

す。）注2（それでなければ，この様なちがった言い方をする。），165（話者はタイテイとつけて言ったが次の166ではタィ
テーになっている。この方が普通でここにタイテイと言ったのは最初であったからと思われる。），167（現在ではこちらの
方が多いと言う。），ユ69〈どちらを言ってもよい。〉，174（この場合はアメダゲナというタ

の言い方はないという。），

191（同席者話者の妻の援助あり。），194（ヤラ刀トガア肋，ヤランコトガア〕》モンカとは少しニュアンスを異にする。この形は「やらな

いことがあるものか，もちろんやる（する）」の「もちろんやる」という部分に重点をおいた言い方である。）

648658

ユ53（強く制する言い方である。），157（「花の」が出ていないのでさらに求めて出た回答。これに

は「ノ」がない。），176（はじめにソータ

と答え，これまでの言い方につれてソーヤと答えた。），207〈女が言う。〉，241

注1＜同輩に言う。前の言葉はやろうと言われてまだ受け取っていないときに言い，あとの言葉は物を相手から受け取
ったときに言う。両者を引き続いて言う。〉注2＜目上に言う。前の言葉はやろうと言われてまだ受け取っていないと
きに言い，あとの言葉は物を相手から受け取ったときに言う。両者を引き続いて言う。＞
648848

150〈もっときびしくなる。〉，154〈「ネ」は「のだ」の意。〉，168〈強め。〉，171（「降る」を入れたら？

と質問して得られた回答。）

649031

150〈joはjaよりきめつけになる。〉，161（本人は自分が行きたい気持ちをこう表現するとがんば

っていたが，調査の意図からすれば161の回答としてはcutすべきものか。），173〈「病気」ということばは使わない。〉
（〈学生Pa∫i：〉〈学生jo：nano：〉ならば言うとのこと。），176〈genagenabana∫iということあり。〉，190＜ドコゾニ
とは言わない。〉，241〈「気の毒」の意。今は使わない。＞

649178

147注1〈女の子へ。〉注2〈男の子へ。〉，ユ56〈強く言うとき。〉，157〈女のことばで男はほとんど

言わない。〉，160くやさしく，親しい感じ。〉，165〈半信半疑で。〉，171注1〈強い感じで言う。〉注2＜弱い感じで
言う。〉，173〈女が使う。〉，192注ユ〈男ことば。〉注2＜女ことば。＞

649407

159〈「マイ」は使わない。〉，193（ラーという言い方は三豊特有の言い方である。反語の表現である。

しかしもう少し東の仲多度郡，綾歌郡あたりにも，ヤリャー，スリャー，イヤー（言うものかの意），ミリャ，ミリャー（見るものかの意）

という言い方が存在する。ラーとならない。），195（質問文の意味に最も近い。しかし平素このような言い方はしない
ため，マタタィフーカ，マタタィフーガクルンカが出た。），241＜家族や親しい人に対して言う。＞

649507

148（言い方をきびしくする。），150（マドを省略した。149の続きと考えたのである。），151（ソッチ

イイクナと書いてもよいかもしれぬ。），152（モーは質問文にはないが，習慣的に出ることばである。），156注1（これが

もっとも問いの文の主旨に叶っている。）注2（相手に特別に強く自己主張する言い方である。），158注1（ユコーは問題

文に引かれて話者が言った。）注2（同席者の誘導によるが，この土地の言葉としては正しい。），172（古い人が言
う。），173（ビョーキは標準語であって，方言としては，病気の場合には「ク

ワイガワルイ」と言うとの説明があった。），

175（ゾが昔はソという音で，必ずともなった。），191（イッチャラというのを聞くが，当地の言い方ではないと話者は言
う。），193（こちらの方が，問には正確な答えであると思う。），241（女性はスンマセンと言う，と話者が解説。）

649696

148（前回分。），149〈女の人が言う。〉，153〈akanとは言わない。〉（akanとは言わない。），157

〈女が使う。〉，161（〜na：は女の人が使う。），174〈ame

649718

3

aso【naは言わない。〉（ame

3

aso：naは言わない。）

152〈きびしく言う時，この場合もある。〉（実際にはittaraikaNの形を使うようである。153参

照。），157（「〜コト」という言い方は無いとのこと。），162（適している。），164（itteho∫i：を聞いたところ，言
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わないとのこと。），173注1〈やはりこの形。〉注2（これらの言い方も無いわけではない。），174注1（自然な言い方。
「〜だそうだ」とは言わないとのこと。）注2（反省的な言い方。「〜だそうだ」とは言わないとのこと。），175注1（反
省的言い方。「一高いらしい」を聞いてみたが，無いとのこと。）注2（自然な言い方。「一高いらしい」を聞いてみたが，

無いとのこと。），176〈この場合（物語のような場合）にはこのように言う。〉（会話の時にはと聞いたところ，会話時
には「〜ソウダ」は使わないとのこと。），187（本人の反省的型。），193＜仕事などの場合，「ダレガヤ1匠ンカ」とは言わな

い。〉，194（適当な言い方。）

649757

148（さらにきびしく言う場合。），152（適当。），154（jukannarankotoninattond

156（これが適している。wa∫a【ikund

3

3

aもある。），

aと言う言い方もあると思われる。），162（適当と判断する。），163注1（自

然。これが適当。）注2（自然。），166（本人にはこの方が自然。），168（na：は文末詞。），169（文末詞na：を取り
去れば167と同じ。），171（適当。），174（amed

jarja：，nan∫inijaruka，

orajarahenzo，

3

arona

ora∫ira

lもあると思う。），176（適切な言い方。），193（nan∫ini

Nという言い方もあると思う。），194注1（この言い方もあると

思われる。）注2（適当な言い方。）

649850

150（きびしい表現とは言えない。），151注1（きびしい口調の言い方。）注2（最も自然か。），152

注1〈151に比して口調が強くなる。〉（ittaradameの形もあると思う。）注2（適当。
注3〈口調が強い。〉（ittaradameの形もあると思う。），

i54注1（jukananara

ittaradameの形もあると思う。）

Nを言い直して，この形を挙げている。

本人にとってはこの回答が自然ということになる。）注2（？），157〈「〜コト」はあまり無いのではないか。あまり使わ

ないと思う。〉，158（適している。），159〈心に強く決めるとき。〉，160注1（適している。）注2〈年長者に対し
て。〉，161（？），162（適している。），164（ittekuretarai：noniもあると思われる。），171（適当。），173〈男性
的。〉（bjo：kid3anaika∫三raもあると思われるが，話者は女性的だと言う。），176（適切な言い方。），177〈〜mi
taid3aとは言わない。〉（〜mitaina：あたりが一般的。），186（適切な言い方。

sa【wakara

N，do：∫o：kaの形も

出たが，186の回答としては不適。），188（やさしい口調。），193（適当な言い方。）

650066

207注1くことばの綾がある。〉注2〈命令口調。〉，241注1〈年輩の人が使う。〉注2＜若い人が使う。＞

650496

147くよりやさしい。〉，ユ48〈怒った意味が加わる。〉，149注1〈依頼。〉注2＜孫のためを考えて言

う。〉，151〈孫に説得する気持ちがある。〉，157〈女性語。男性はあまり言わない。〉，160＜相手が多少折れてきた
場合。〉，162〈強く思う気持。〉，168〈ittaOjaroを訂正。〉，173＜「病気ラシイ」とは言わない。＞

650649
651074

167（目上の人へ。）
171〈男の人の言い方。〉，172（女の人はさらに文末に「na」を付けることが多い。），188〈子供に

向かって。〉，194＜男に多い言い方。＞

651127
651215

158（［ikotomotoru」］にも聞こえる。）
148（kaでイントネーションが急に上る。），151（問への答として不適切かもしれぬ。），

i

53（151〜153を

ほとんど同じようにうけとっている様子である。適切を欠くかもしれぬが，このような状態も一つの姿と言えよう。）

651266

156（一gaは一ηaではない。）

651324

148（kaに弱くiがあるか。），188（jaでなくja「，

にたずねる気持のこめられているのを感ず

る。），193（やや尻あがり。）

651386

651541
651735

152＜声をきつくして言う。＞

154（？）
152（なかなか151との区別がはっきりしなかった。），159（「いきやしない」に相当する。〉，188

〈〜iをつけると，いっそう見下した言い方になる。〉，ユ93（jary：は「W」の融合。）

651909
652120
652194
652232

153〈両者半々に使う。〉，241くその時々でいろいろ言う。＞
206（？）

170＜「タフ

ン」はよそいき。＞

148〈声が大きくなる。〉，165（tab田Nは言わないとのこと。），167（ik田Njaro＝は言わぬとの
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こと。），192（eijarokaにも聞こえる。），195（？）

652289

148（okintakanはokintotakan。），207（「くれ」はすべてグレとなる。）

652467

159（？），241＜気楽な言い方。＞

652598

149（sotoとは「雨戸」のこと。），157（ふだんあまり言うことがないらしく口ごもる。），194（質

問文にひかれた回答のようである。），195（te：の部分が尻上がりになる。），209（尻上がりになる。）
652655

ユ75（タケェァーはtak田：。），177（〜テェァーナは［t田：na｝，〜ミテェァーは［mit毘＝〕である。＞

652720

155（同席の妻は認めたが，話者本人は否定。但し前回は本人も認めた。），160（ikesenkaとは意

味が違うという。）

652795

149〈女の人のことば。〉，155（本当に心安い言い方。），172〈上品すぎる。〉，176注1＜鬼の場合

こう言う。〉注2〈人の場合こう言う。〉，177＜「前の額が」に続けて言う。＞

653001

147注ユくより厳しい。〉注2〈より優しい。〉，148〈一番きつい。〉，150注1〈中位のきっさ。〉注2

〈一番きつい。〉，209注1〈行儀ばっている。〉注2〈心易い時使う。〉，241注1〈格式ばっている。〉注2〈同僚，年下
に対して使う。＞

653161

167〈昔はd3aを使ったがその後jaに変った。〉（cf．190の注記。），168（両者はアスへ。外の違いでは

ないかと思われるが確認できなかった。），171〈〜ゲは使わぬ。〉，176（参考話者中道馨氏の回答。〉，195（多分こ

ちらがこの項目にふさわしい回答だろう。）

653251

148くきつく言う。〉，156〈心安い者に対して。〉，173〈「病気らしい」とは言わない。〉，192〈京

都の影響と思われる。＞

653361

194（？）

653467

157〈直接これにあたる形はない。〉，192＜ヨインカナーとは言わぬ。＞

653618

147（joは助詞。），ユ49（joは助詞。），ユ51注1（okuは「止める」の意。）注2（「おけ」の意。），161

（na：は助詞。〉，241＜女のことば。この辺のことばではない。＞

653842
653922

174（dzo＝は文末助詞。），188（ja：は文末助詞。）
147〈昔の人が使った。〉，148〈荒っぽい。〉，149注1〈田舎で使う。〉注2（自然談話でも言う。〉，

ユ57注1〈女の人，昔の人のことば。恐ろしい場合はnantoosogaikotoと言う。〉注2〈恐ろしい場合はnantoosogaikgto
と言う。〉，160（同席者はikomaiと言うとのこと。），161〈男が使う。〉，162（話者は名古屋ではikito：teと言う
と言うが，後で自然会話のとき自らこの言い方をした。），168〈稀に言う人がある。〉，174〈自然的口調で言う。〉，
ユ88〈女の人が使う。＞

654109

154注1〈略した言い方。〉注2〈二つの回答どちらも同程度に使う。〉，155（強めた言い方。），157

注1〈話しかけ。〉注2〈女が言う。〉，ユ68（「イタヤロ（一）」とも言うはずである。），177〈「まるで」というと「みたいな」が

普通。〉，193〈「やる」より「する」を使うのが普通。＞

654264

152〈きつい言い方。〉，157〈名詞止めの言い方もないことはない。〉，159〈きつい言い方。〉，

164〈親しい友だちへ。〉，170〈その公算がつよいとき。〉，194＜強い言い方。＞
654337

157注1〈女性に多い。〉注2（？），159（「けっして行くまい」が「モーイカン」であって，「ケッシテモーイカン」とは

言わない。）

654472

151〈若い婦人はikantoki【と言う。〉，194〈jaraidekaとは言わない。〉，208〈強調表現。〉，241

〈この場合。：kipiは使わない。〉

654531
654612
654733
654853
654951

157

〔女が使う。〕

193（ヤルはなかなか出ない。）

156〈交替で旅行に行っているので。＞
156＜女が言う。＞
165〈友達の場合。〉
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655280

156

〔親しい者に。〕，159（「イコマイ」という言い方もあるはず。），160注1（うながし。）注2（誘い

かけ。）

655322

173〈「病気らしい」とは言わないという。＞

655506

190注1〈範囲が広い。例えば家の外。〉注2〈範囲が狭い。例えば家の中。〉，191〈ずっと古いこと

を聞かれた場合。〉，193（ヤルがなかなか出てこない。），207注1〈命令的な感じ。〉注2＜へりくだって言う。＞

655765

155注1〈若い人のことば。〉注2〈女の人のことば。〉，158〈ika：というのは篠島。〉，160＜八割

方使う。＞

655824

188〈女が使う。但し老人は言わない。〉，241＜お寺の奥さんはこう言う。＞

655945
656022

148（？），155＜反語的に。＞

148（147のオキーナよりイントネーションが強い。），玉51（153の回答の一つにイッタライカン〃デスがあるが，一応こ

の回答も報告しておく。），153〈153があるなら，151・152の回答中153に該当するものは取り消す。〉，241＜幼時そ

う言った。成長してからは，こういう場合，標準語でいうことが丁寧なあいさっとなるから，僅言は用いない。＞

656330

150〈二度三度言ってもきかないとき。〉，153〈両方ともよく使う。〉，154注1〈相手にことわると

き。〉注2くうちで言うとき。〉，155注1（neは「のや」からの転成文末詞。〉注2（録音後に補充。），158くさらにikoto
moteruに近い発音になることが多い。〉，159（「イクマイ」は言わない。），160注1〈誘引の気持。〉（イコマイなどの言い方な
し。）注2〈問う気持。〉（イコマイなどの言い方なし。），164〈本人に直接言うとき。〉，165〈イカルヤロカに答えて言う。〉（イカ

ルはイカハル。），169〈ドコイ加タンヤロと聞かれたときの答え。〉（これは正事象ではないが，表現論的には意味があろう。），

170〈ヤローに「たぶん」の意は含まれている。〉，171（φuruj

awakara

Nの異形。），172注1〈断定的。〉（na：は文末詞。）

注2〈推量的。〉注3〈判断を相手に伝える。〉注4〈相談的。〉，173注1〈土地ことばらしさがある。〉注2くこれがいち
ばん地ことばらしい。〉，187注1〈同輩の間で使う。〉注2〈他所の人や目上の人に使う。〉（主格のガは隠在する傾向
がある。），193〈「やる」という語はこの場合には用いない。〉，194〈ヤライデカやセーデカなどは言わない。》，195＜マタクルン

や蛎？とは言わない。〉，207〈ごく親しい。〉，208（teはtaの変化。

Nは文末詞。），209＜孫でなしに，気を張った人

に対して言う形。jat：ekuretakeはさらに丁寧。〉，241注1〈親密な言い方。〉注2くごく丁寧な言い方。＞

656387

147注1〈依頼的な言い方。〉注2〈再調査で得た。〉，148（再調査で得た回答。），149（再調査によ

って得た回答。〉，150注1（再調査による回答。）注2〈女ことば。〉（再調査による回答。），151注1（？。哀願的。）
注2（文末詞ヨがやさしさを表わしている。），152（「〜たらあかん」の言い方がこういう場合にも自然。），153（「行ッタ
ラ」とも言うが「行タラ」が多い。），154（再調査時の回答。），155注1（デは文末詞。これで「もちろん行く」の意が表わ

される。）注2〈何度も言われての返事に。〉（再調査によって得られたもの。），157注1＜言う人もあるが，自分はあ
まり言わない。〉注2（再調査によって得た回答。），158（文末詞ネは「のや」出自の転成文末詞である。），159注1〈前

の印象が悪かった場合。〉注2〈どんな場合にも。〉注3（再調査によって得た回答。），160〈親しさがつよい。〉（再調
査によって得た回答。），164注1（neは「のや」出自の文末詞。）注2（再調査によって得た。），165注1〈前にgot【o
∫itaraがつくと，八分ぐらい行かない公算の場合，

tai

o

aiがっくと，迷っていない場合のことば。

o：kataという

言い方もある。〉注2〈言う人があるが自分はあまり言わない。〉（再調査によって得た回答。），166（再調査によって
得た回答。），173（「〜トチカ。ウや助」の言い方は，例えば「ガントチカ。ウや助」のように，特定の病名の場合には使うが，病気

一般には使わないようである。），175（再調査時に得られた回答。），186（再調査時に得られた回答。），187（再調
査時に得られた回答。），188注1（またはke。）〈keはやさしい感じ。〉注2（doは文末詞。）注3（再調査によって得
た。），192（再調査時に得られた回答。），193注1〈言う人もあろう。〉注2（再調査時に得られた回答。），194（再
調査時に得られた回答。），206（再調査によって得た回答。），207（再調査によって得た回答。），241注1（やや親
しい言い方。）注2（再調査時に得られた回答。）

656423

171〈降ってくるのがわかっている時こう言う。〉，173〈確信があるとき。〉，174＜疑いの心が入

っている言い方。使わなくなってきている。〉，191〈いなかのことば。〉，193（文意が理解できないため回答なし。）

656514

193〈ja

t田は言わない。〉，207注1〈ok凱maとは言わない。〉注2〈もっとも親しいとき。〉注3＜親

一637一

しいとき。＞

656530

ユ48（急迫調で。）

656816
657099

188〈女性的な言い方。＞
152〈きつい言い方。〉，157〈「ウツクシイコト」は女性は言うが男性は言わない。〉，160（和歌山方言的で

ある。），171〈老人に多い。〉，ユ72〈老人に多い。〉，174〈老人に多い。〉，175〈老人に多い。〉，176＜老人に多
い。〉，177＜老人に多い。＞

657148

150注1〈「マドアケヤー」相当のあっさりした言い方。〉注2〈らんぼうな言い方。〉，157（体言止めの言

い方はしない。），158注1〈行くことがはっきりしているとき。〉注2〈いつ行くか分らぬとき。〉，168（「イタヤロー」とも

言うはず。），170注1〈ふたしかなとき。〉注2〈もう少したしかなとき。〉，173注1〈様子から病気らしいとわかって
いるとき。〉注2〈推量。〉，176〈物語りの言い方。〉，ユ94＜強い言い方。＞

657214

148〈強い言い方。〉，166注1〈自分の場合。〉注2＜他人の場合。＞

657294

151（他の地方の者には，「行け！」と誤解される表現。），152（はじめこの形が出たが，不適当な回

答だと思う。），154（ikanaaka

Nよりも強い言い方。），156（「ガ」助詞脱落。），164〈モライタイは用いない。〉，174（雨

ダトイウコトダからの設り。橋本市の地域的なもの。），176（オッタノダトイウコトタ

657332

から。橋本市の古くからの特長的語法。）

152注1くややきつい感じの言い方。〉注2〈きつい感じ。怒ったような時の言い方。〉，ユ53〈ita

raakande【につづけて言うこともある。〉，157〈女の人に多い。〉，ユ59（「入らん」の意であろう。）〔「イラン」は「不必

要」の意でなく，「イカントコ」と同じ意。〕，160注1〈きめつけた感じ。〉注2〈問う気持。〉注3〈きめつけた感じ。女に多
い。〉，162（neは「のや」出自の転成文末詞。），163〈男が言う。〉，164（neは転成文末詞。），165注1（「イクノトチガウカ
ナ」もあるはず。）注2（イカIWヤワカラヒン，イクヤワカラヒンもあるはず。），166注1（haraは敬語。）注2（「たぶん」があるため述部

は推量形になっていない。），168注1（推量形でないが現実にはこのように断定形式で言うことが多い。）注2（〜テクル
形式＋ハル敬語がはいっている。），169注1（ハル敬語が入っている。）注2（推量形が出ていない。しかし，現実にはこう
いう言い方が多い。），172注1（deは文末詞。）注2〈やわらかい感じ。〉，174注1〈〜ゲナ，〜ヤソーヤは言わない。〉注2
〈相手に訴える言い方。〜ゲナ，〜ヤソーヤは言わない。〉，175〈相手に訴える言い方。〉，176（イヨッタンヤトーから生じた

形。），187（「だれいくや」から生じた形。），207（〜ηkeは「〜ないか」ということ。），208（ヤッタンヤの転。），241〈目

上に言う。＞

657379

149（これは頼む言い方ではない。），153〈やさしい。〉，159〈「マイ」は言わない。〉，172〈断定

的。〉，173〈断定的。〉，188注1〈目上に。ナニカ，ナニコは言わない。〉注2〈目下に。ナニカ，ナニコは言わない。〉注3＜同輩

またはやや目上に。ナニカ，ナニコは言わない。〉，193注1〈きつい言い方。〉注2〈古いことばで，老人に多い。〉注3〈da
rejarumoηkaよりおだやかな言い方。〉，194〈ヤライデカは言わない。〉，207注1〈親しいものに。〉注2〈たばこが出し

てくれてあるときにはこう言う。〉，209注1〈やさしい。〉注2〈きつい。〉

657543
657586
657743
658088

241＜親しい人の場合こう言う。＞
162＜ikitotena
174〈テレヒ

r

aNというようなことは言わない。＞

等を見て自分がよく知っている時に使う。〉，176＜イタよりオッタを使う。＞

147（やや強い言い方。），148（hajookijoso【よりも強い言い方。），150（こちらの方がきびしい

言い方。），i51（反応形として最初に出たのはこちらの回答。），152（反応形として出た回答。），155（こちらの方
が強い言い方。），156（「ガ」助詞脱落。），157〈「〜コト」という形は用いない。〉，159〈「マイ」は用いない。〉，175〈強

い感じ。〉，187（格助詞脱落。），188〈おだやかなきき方。〉，193（格助詞脱落。）
658145

155（「行クワ」の融合形。同類に「田力」などがある。），157〈「〜コト」の表現形は用いない。〉，159〈「マ

イ」は用いない。〉，174（「雨ヤトイウコトヤ」の下略。），207（「くれよ」の融合形。）

658330

147（文末詞joは高音隆起。），148〈きつい。父親が子供に言うことば。〉（kiにアクセント。），149（jo

は文末詞。），150〈ほとんど言わない。火急緊急時に言うくらいか。〉，151注1（joは：文末詞。高音隆起。）注2（de
は文末詞。），152〈きつい言い方。〉，153注1（deは文末詞。）注2（joは文末詞。），ユ59（「〜トオモトル」がっくのが普

一638

通。），160〈相手にたずねる気持がある。〉，163〈頻度優劣なし。〉，164〈老男に多い。〉，174注1＜推定と伝聞と
二義に用いる。〉注2〈古老男性の言い方。〉注3〈女性に多い言い方。〉，175〈女性のことば。〉，176〈女ことば。〉，
177〈古老の男性が使う。〉，188注1〈女の人が多く使う。〉注2〈男の人が多く使う。〉，207〈嘆願的。〉，209〈こち
らの方がやさしい。＞

658438

154〈家にいるかどうか尋ねられたときに使う。〉，157注1〈親しい人の場合。〉注2くことばがやわ

らかい。〉，165〈ほぼまちがいない場合。〉，169〈確実に行った場合。〉，209＜やさしい。＞

658735
659044

147〈やさしい。〉，191〈イツソ

ヤは言わない。しゃれている。〉，241＜丁寧。女性のことば。＞

149（助詞「オ」が融合されている。），156（もっと強い表現を求めたもの。），157〈「ウツクシイコト」とい

うような表現はしない。〉，159〈「マイ」は使わない。〉，209（尻上がりの文調。）

659147

154（強い言い方。），189（roは「ぞ」のなまり。），207〈kureよりもていねい。＞

659300

147（事後の確認によって補う。），148〈語調をきつくして。〉，157〈「〜ノウツク浦」の言い方はしな

い。〉，160〈イ］ラヨなどはここでは言わない。十津川では言うが。〉，161〈イキターは言わない。〉，174＜アメジャリーナは言わ

ない。〉，175〈タカィゲナは言わない。〉，188〈標準語ではなく地のことばである。〉，194〈ヤライデカは言わない。〉，209

〈ケもコも使わない。〉，241注1〈目上に言う。〉注2＜同輩に言う。＞

659398

152注1〈ikarenよりきつい言い方。〉注2〈itaraaka

Nよりきつい言い方。〉，154＜二つの回答に新

古の別はない。〉，159〈機嫌がわるい時。〉，172（これには推定の意が出ていないが，方言人はよくこういう回答を
する。），174〈genaは言わない。〉，176〈ていねいな感じ。〉，190＜両者，新古の別はない。＞

659420

151〈やさしい言い方。〉，152注1〈なお行こうとしている孫に対して言う。〉注2＜それでもなお行

こうとする時にこう言う。〉，159注1（doは文末詞。）注2（勧誘の形。），160〈若い人はあまり言わない。〉，161〈イ
キターナーは言わない。〉，168〈古老のことば。〉，173（dokusoは「ド刀リ」であろう。），174〈ゲナは言わない。〉，186
（「行こうか行くまいか」という意志形の表現。），241（「オーキニネヤー」に基づく言い方。）

659501

156〈a∫iは「私」の意味。〉，160〈ikojaは「行こう」の意味。〉，162〈〜kittek田は「ものすごく

〜したい」の意。〉，167＜ik田Njaro：という人もあると思う。＞

660034

147注1〈孫に。〉注2〈息子に。〉，150〈命令的で強い。〉，152〈強い言い方。〉，154（「行かなけ

ればならないのではないか」の意。調査終了後，話者は154に少しずれるとして取り消した。），159＜〜maiは使わな
い。〉，160（調査終了後たずねると，幾らか岐阜県的だが，これも使うと言う。），165（別の所で尋ねたところ，こ
の他，ik田ndzura，

ikura，

ikudara，

ikundaraをも使うと答えた。），169注1〈はっきりしている。〉注2くぼんやり

している。〉注3〈あらっぽい。ぼんやりしている。〉，172〈josaso：da，

jokariso：daは使わない。〉，173（ユ73の

答としては不適。），177〈女に多い。〉，192〈i：nokana：は使わない。〉，193（使うことを確認。但し，新古など
は不明。），241注1〈食べ物を貰ったときに使う。〉注2＜食べ物以外の物を貰ったときに使う。＞

660137

165（「行くだろう」の場合でも一n一が入るとのこと。ik田z町aが可能かどうか尋ねたが不明。

cf168。

250，251，263等をみると，敬意表現の時は一raが出てくる。敬意による分布があるのか？。165〜170では一raの使用は
未確認である。），166（「行かないだろう」の直訳。），168〈ittaz町aとは言わない。

cf．165。〉，208〈k町eta，

k町etejattaは言わない。〉

660352
660368
660401
660736
661008

151（？），153（itt∫a：nalano：joもあると思われる。）
189＜「が」が脱落する。＞

151（後に加えた。），152〈後に加えた。〉，170〈「多分」は使わず「きっと」を使う。＞
166（ikane

l

be：joは若い人だけが最近使う。）

148（〈ナマェ〉の部分は具体的な名前が入る。），157〈女性はkekko：datt∫a：という言い方をする。〉

（特徴的な男性語，女性語がいくつかこの土地にはあるようだ。）

661115

173（この言いまわししか得られなかった。），193〈強い言い方。〉，241＜食物以外でも言う。＞

662015

147〈老婦人の言葉。年上の者に言うことばだが，孫にも使う。〉，148〈より厳しい。〉，154＜ika

一639

nna

Nのような言い方はしない。〉，159〈ik㎜aiの類は使わない。〉，160注1〈新古不明。〉（新しいと思う。82歳の老

人にあたったら，これは使わないと言った。）注2〈新古不明。〉，165注1（あとで尋ねたら，「聞くが使わない」と答
えた。）注2（raは確実性が高いから，

tabu

Nよりもkittoがくる方がよいと言う。），166注1＜166としてはこれらが

よい。〉注2〈166としてはよい。〉（翌日尋ねたらdaraは「聞くが使わない」という。〉注3＜raは確実性が高いからtabu
Nでなく，ki七toのような副詞が来る方がよい。〉，167注1〈同じくらいに使う。〉（167としてはよい。）注2＜これも
同じくらいに使う。〉（167としてはよい。但し，翌日尋ねたらdaraは「聞くが使わない」と言う。）注3くこれも使う。
但し，一raは確実性が高いから，

kittoのような副詞のくる方がよい。〉，168注1〈ittsuraと同じ意味。〉（tsuraの方

が確実性が高いと思う．。）注2（daraは「聞くが使わない」と翌日訂正。），169〈女性に多い。〉，170注1（daraは「聞く
が使わない」と翌日訂正。）注2〈確実性が少ない。〉，171〈φuriso

q

edaのような言い方はしない。〉，ユ77＜若い女

のことば。〉，208〈新古不明。〉，241注1〈目上の人に言う。〉注2＜対等の人に言う。＞

662070

147〈女の人のことば。〉，160注1（159のikamai（kamaiが高い）と160のikamai（kamaが高い）とはアクセ

ントが違う。）注2〈男のみ使う。〉，188〈女が使う。〉，192〈人による。〉，194〈きっとやるというニュアンスがある。〉，

207＜目下に言う。＞

662107

147〔ことばがやさしくなる。〕，150注1〈柔かだ。〉注2〈強い。〉注3〈舌切れことばだ。〉，151

〈sott∫i：〜とも言う。〉，156注1〈目上にも目下にも使う。〉注2〔私も，同世代の男性も使わない。〕，162（162
の答えとしては不適。），164（ユ64の回答としては不適。），166＜so：3aは使わない。但し，昔，

so：3attaは使っ

た。〉，ユ67〈女の人が使う。〉，241＜借りた物を返すときの「ありがとう」はokata∫ikeと言う。＞

662177

152〈ikunaより強い言い方。〉，172注1〈こちらの方が古い。〉注2（？），195＜尻上がりに発音す

る。〉，209〈「飼った」という意。「えさをやったか」の意味。〉，241＜食べ物などもらった時に言う。＞

662297
662354

149（幼児に対して。）
150〈なじって言う。〉，158（話者の父は［zu］だと言う。），169〈迷いをもって言う。〉，172〈i：

zuraより迷って言う。〉，175〈高いことがわかっている場合に言う。〉，192＜迷いながらもこれでいいと思っている
時の言い方。〉，195（上りイントネーション。）

662454

148〈okirojoよりも強く言うとき。〉，149（依頼ではない。），152〈ikunaよりきびしい言い方。〉，

153〈よほどのあばあさんが使う。男はikan母：とは言わない。〉，157（anohana【が多い。），168（？）

662913

147（参考話者熊二氏の方が方言的。），154（この回答の方がこの土地の方言としてより適切か。），

170注1（tabu

Nは誘導による。）注2〈より確信のあるとき。このときtabu

Nは付けない。〉，174（この回答はこの項

目として不適切なものか。しかし，そうとも言えぬか。），189（又次氏は誤答だった。），190（話者又次氏は誤答。＞

663018

153注1〈昔は言わない。〉注2〈人による。〉，160〈男のことば。〉，161＜男が使う。豊根村三沢で

はよく言う。〉，172（na【は文末助詞。），174注1（〜ttsuは「〜という」。

dzo：は文末助詞。）注2（〜t∫o＝は伝聞

を表わす5），175注1（〜ttsudzo：は「〜というそ」に対応する。）注2（〜t∫o：joは「〜そうだよ」に対応する。），
176（ユ74，175の注を見よ。）

663078

ユ52（語気荒く言う。），158〈若い人のことば。〉，168〈その人にむかって言う言い方。〉，172＜言

う人もある。〉，192〈いう人もある。〉，208注1〈他人に使う。〉注2＜家の子に使う。＞

663432

ユ73（？），208〈買って来たものをくれてやった。＞

66352で

150〈声を大きくして。〉，165（？），166（？），168（？），207注1〈同等・目下に。〉注2〈目上に。＞

663630

158〈昔の人は使ったが今は言わない。〉，160〈昔は使ったが今は稀。〉，167＜この場合はbe＝は

使わない。〉，172（？），176〈人の話を聞いて話す時の言い方。〉，241＜品物などをもらった時にも言う。＞

663997

150（「開けなければだめじゃないか」の意。），160（「行こうじゃないか」の意。〉，ユ75（「高いって

いうよねえ」の意。）

664232

148〈語尾を少し荒くして言う。〉，152〈語尾を強く言う。〉，158（同席の年配者は［zu］が優勢だ

と言う。），165〈一raにはe＝をつけるのが普通。〉，174〈昔，女の人が使ったが今は使わない。〉，241注1く同輩・目

一640

下に言う。〉注2＜親しい人に言う。＞

664257

148（doNdoNは「早く」の意。），150〈doNdoNは「早く」の意味。〉，152＜151のやさしい表現とこ

とばは大きく変わらない。語気をきつくして区別する。〉（151の回答ikuna（kuが高い）と152のikuna（kunaが高い）とは
アクセントが異なる。），154（この地方の特殊な表現。），157〈「非常に」の意味でki：ttsuiをつける。〉，165注1＜自分

の判断で。〉注2〈人からそれとなく聞いていて言う場合。〉，192＜疑問の気持ちが強くある時の言い方。＞

664317

148（チーフ。外。），150注1〈akeroよりやさしい。〉注2〈akjo：よりきつい，きびしい言い方。

roは

きつい。〉，154（テープ。外。），157注1〈女が使う。〉注2〈男が使う。〉，161（ikit田【na：もある。），177（〜mitja
：daとも言う。）

664547
665006

665072

172（？）

148（147とはアクセントが異なる。），153（152とはイントネーションと語気が異なる。）

147〈女が使う。〉，148〈hajakuoki功kaよりきつい言い方。〉，149〈女が使う。〉，160〈同輩また

は目下に対して。命令的な感じがある。〉，166〈同輩・目下に。〉，175〈女の人に多い。＞

665140
665193

157（チーフ。外。）
147〈mo：nand

3

idajo：okinasaijoより少し強く言う時。〉，150＜話者は使わないが使う場合がある。

ただし，依頼ではなく人にすすめる場合。〉，152〈強く言う時に使う。〉，153〈言いきかせる場合。〉，165＜一dara
は言わない。〉，168注1〈その人の歩いて行く動作を見た場合。〉注2〈その人が歩いて行く動作を見ていない場合。〉，

169＜その人の歩いて行く動作を見ている場合。＞

665243

148（147より語尾を強く言う。），149（依頼文ではない。〉，152〈151のやさしく言う場合と同じ

だが，152は語尾を強く言う点が異なる。〉，154〈友達同志での言い方。〉，156（しばしば功aを使うが，Nがやや優
勢である。），157注1〈男同志。〉注2くわれわれ年寄りのことば。若い人はutsuku∫i：，kire：

daを使う。〉，160

〈昔は使ったが最近は使ったことはない。〉，165くどれも同じ程度に使う。〉，193〈憎しみがある場合の言い方。〉，
195（尻上がりイントネーション。），208注1〈自分の孫，他人の孫に対して使う。〉注2〈主に他人の孫に対して使う。＞

665544

147〈o：iを入れると大変やわらかになる。〉，152〈極端な言い方。〉，159〈腹が立った時。〉，160

注1〈2回目に言う。〉注2〈最初に話しかける時。〉，161（？），163〈相手に対して言う場合。〉，168注1＜確信がある
時。〉注2〈いく分疑問がある時。〉，173＜相手を見て自分でひそかに思う時。＞
665631

147（上昇調イントネーション。），148（147と同じ形式だが下降調イントネーション。），149注1〈子や孫にやさし

く頼む場合。〉注2〈一般的に頼む場合。〉，157〈80才台の女の人が使う。〉，165〔目上の人に対してのみ使う。〕，
167注1〈目上の人に対して。〉注2〈ikuzura

3

ajoと同じ。〉，168〈目上の人に対して。〉，170＜目上の人に対し

て。〉，195注1〈同輩に対しての言い方。〉注2〈目下に対しての言い方。〉注3〈目上に対しての言い方。〉，207注1
〈同輩に。〉注2〈目上に。〉

665754
666781
669759
670004
670097

166（かなり自信のない言い方という。）
148（この項目の場所だけ録音が抜けてしまった。），155（昔はikoso：ro：と言った。）
159＜人に言う時。＞
148（語調が強い。），150（強い語調で。）

148（語気を強める。），150（149より語気を強めている。），152（151より語気を強めている。），

209（ダスは犬には使えない。）

670118

148（声を荒げて言う。），163（［t］は［d］にも聞こえる。），208〈自分の孫に対してではなくよそ

の子だったら使う。＞

671135

147注1（やさしい語調で。）注2（149のあとで誘導。），148（強い調子で。），169くこちらの方が

自信のない場合。〉，170（タフ

ンの部分については誘導。），193（jaθmokkaのeは，エの中舌的な音。），194（a・mok

kaはアェモッカ。エは中舌的な音。），207＜クレではなくクロである。＞

672023

148注1（参考話者杉原氏の発言。）注2（参考話者黒川氏の発言。），150（参考話者杉原氏の発

一641一

言。），157〈anohananoutsuku∫i＝kotoは女の人のことば。〉，171（naは終助詞。）

672133

164（￠はeにも聞こえる。），194（jaran

c

kotogaのrは，ふるえ音で発音した。），195（rを何回

か発音したがふるえ音になることが多かった。）
673026

150＜149とアクセントがちがう。＞

721920

147（noiは文末詞。），149（noiは文末詞。），151くやさしさでは，回答の順にうすくなる。〉，

154（tona：は文末詞。），161注1〈相手に半ば相談するような気持がある。〉注2〈自分一人用判断。ひとりぎめの気
持で。〉，175〈tak：aso＝3aよりは，高いことへの見定めが強い。〉，176（banaは文末詞。），207注ユ〈漁師が使
う。〉注2〈若い人のことば。＞

721950

147（〜kaiの方がやさしい。），148（okeroよりやややさしい言い方。），151＜itaradekembaiより

やさしい言い方。〉，ユ54注1（「行かねばならないんだよ」の意。）注2（親しみをこめた言い方。）注3（目下への言い
方。），155注1（「行くんだよ」の意。）注2（これが正解。），156（「〜行くんだよ」に相当。），158（iko：toは調査者
の発音にひかれた発音。），160〈ikaηkaより上品。〉，161（ネーは土地ことばである。共通語ではない。ネーはナーより

下。同輩以下に言う男性ことば。），165（イカスは敬語であるが，他者につし）て言う時はこれが普通。敬語でないのは
主として，自分の妻や子について言う時。），166〈他人のことはこう言う。〉，167〈他人のことはこう言う。〉，168

注1（169と同形。ittsuro：というのを自然会話の中で老人から聞いたが話者へ確かめることを失念。大畑氏によれ
ば，50代，60代の男性も言うとのこと。）注2（敬語であるが他人のことはこう言うのが普通。ittsuro二というのを
自然会話の中で老人から聞いたが話者へ確かめることを失念。大畑氏によれば50代，60代の男性も言うとのこと。〉，
169（敬語であるが，他人のことを言う時はこれが普通。），175（「高いようだ」に相当する語形であろう。），188（や
さしい言い方。），192（こちらが適切な答。），193（「スル」の方がむしろ普通。），208（ヤルは共通語の「あげる」に近

い。），209注1（調査者の問いにひかれた答。）注2（こちらが普通らしい。），241注1（mo【gima

g

itaはmo【∫i皿a

∫itaにも聞こえる。）注2＜ごく親しい人に言う。＞

722975

152〈sott∫i【ikuna：よりsott∫i【jukunaの方がよい。〉，155注1〈強調表現。〉注2〈曖昧なと

き。〉，157〈男・女とも言う。〉，165（「行かれるだろう」の意。），166（「行かれないだろう」の意。），167（「行かれ

るだろう」の意。），168（「行かれただろうなあ」の意。），ユ88〈より丁寧な言い方。〉，194＜jaraηkotogaarumoηka

とは言わない。〉，207〈より親密な相手に言う。〉，209〈やわらかみがある。〉，24ユ注1〈同等，目下に言う。〉
注2＜目上に言う。＞

723767

157〈婦人連中が言う。〉，188注1〈何かあやしいという感じの時。〉注2〈やさしいことば。母が子

に対してよく使う。〉注3＜父親が子どもに対してよく使う。＞

723882

153注1（itea：deke

Nともなる。）注2〈他人の子に対して。〉，157（さまざまの表現形が得られた

が，もっとも適切なものとして両例を記した。），188注1〈主として目下の者に使う。〉注2＜やさしく親しいこと
ば。〉，192＜他人に尋ねる時の言い方。＞

723898

157（korjaの言い方は採らない。），169注1〈はっきりしなくて想像している場合。〉，注2〈判断が

はっきりできている場合。＞

724897

154注1〈自分の用事で出かける場合。〉注2〈出頭命令などを受けた場合。〉，156注1〈主宰者など

に聞かれたような場合。〉注2〈同行者などに聞かれたような場合。〉，157（こちらを採りたい。），188注1〈ちょっ
ととがめや叱りめいたものが入っている。〉注2＜ただ，単独に尋ねている。＞

724935

163（「行きたくはない」の意。），164（「行って下さるように思っている」ということ。），ユ71（ae

jo？は「降っている」。），173（orokage

Nは「病気」の意。），175（「高そうだ」の意。），193＜jaruは使わない。＞

725864

171〈φus：oniaruよりは，時間的に早く降りそうな時に言う。〉，241＜親しい相手に言う。＞

725954

152（ikunaは誘導による。），157（一度口にして取り消しているが，この言い方は存在すると思わ

れる。），193（「スル」を用いる形しかないようだ。），208注1〈「渡した」という動作のみをあらわす。〉注2〈買ってわ

ざわざ与えたの意になる。〉

一642一

726614
726948

160（ikode・はikoze

にも聞こえる。）

160注1〈ikoja：よりややていねい。〉注2〈ikoka：より親しい言い方。〉，161＜相手が居て言う場

合。〉，163くこちらの方がややていねいなことば。＞

726952

149（こちらを採る。），151（この語形は151の回答としては不適と考える。），154（tozaiは文末

詞。），157（arja【は感嘆のことば。），174〈全年層で言う。〉，208＜貸してやったの気持が入る。＞

727524

147注1（〜oaはときにあらわれるがgaとなることが多い。）注2（第2回調査で得た。），148（第1

回目の調査の時は答は出なかった。第2回目の調査による。），149（「マドハ
だし，この後すぐにヒトンユーコツハ

キカンと「ハ

」をたしかめるが「マドー」をくりかえす。た

」が出る（チーフ。参照）。「パ」を用いるのは強調か。），五50（イントネーションによってき

びしくもやさしくもなる。この場合は下降調。），151（翌日の第2回調査では誘導なしでこれが出た。），152（第2回
調査で得られた回答。〉，153（再調査によって得た回答。），154注1〈同輩以下への言い方。〉（第2回調査でikadeba

と言いかけたが，あとが続かない。〉注2（第2回調査でikadebaと言いかけたが，あとが続かない。），155注1（日常
会話ではikvjoと無声化する。的確な答なし。これがほぼ妥当か。）注2（第2回調査によって得たもの。）注3（第2回
調査によって得たもの。的確な答なし。これもほぼ妥当か。），156（第2回目調査。），157注1（誘導に応じて，「アンハ
ナンウツクッサー」を女性は言うと答えたが怪しい。）注2〈80代老のことば。〉，158（「行くと思っているのだけど」の意。），

161（これは「行きたいけどなあ」相当である。と，イココ
て「〜ハ

チャソナーでよいと思えるが，〔ゆ〕を失念。ただし心情訴えとし

ッテナー」をよく用いるようである。），166（「行かないのさ」相当。ややずれた答えカ㌔），168（直訳すれば「行

ったのだろう」となる。），169（168に同じ。〉，170（これがいちばん近い。），171（ゴチャッは，］。チャッではなかっ

た。），175（皿onnoは接続助詞「ので」が文末詞になったものであろう。），187（古いことばか。），191（「いつやら」
相当。），193注1（スルが自然に出る。）注2（ダガはダカ。ではない。），208注1（共か。）注2（jattaより品位は低い。）

727932

155（iwarendemoikuで表現する。），163〈両者は半々に使う。〉，173注1〈病気の確度が高い。〉

注2〈こちらの方が確度が高くない。〉，193＜強い言い方。＞
728424

170〈タフ

使うとすればbjo＝ki

3

ンは使わない。〉，171（「降って来そうだ」の意。），173（「病気」ということばは使わない。
aro

3

a

Nと言う。），191（「いつだろうか」の意。），195（文末部急上昇のイントネーション。），209

（「やった」とは言わない由。）

728951

157（この表現がもっとも対応していると思われる。），159〈ikumaiなどの言い方はしない。〉，

161〈独言的に言う。〉，171（この回答は不適切。），193（suru動詞以外のことばを使っては表現しないようであ
る。），208（kuretaのreが［i］に変化している。）

730256

155〈女のことば。〉，147〈意味がややずれるようだ。〉，148（147とは，イントネーションがちがう。），

150（チャは文末詞。），151（のちに聞いたもの。），152（チャは文末詞。），157＜このように言った後に「タマグタデヨ」と

続けて言う。〉，168注1（厳密には「行ったのだろう」相当であるが168の答としても出る。）注2〈聞いたことはあるが
使わない。〉，169〈聞くが，自分は言わない。〉（正確には168相当だが，ここでも出た。），172＜祖父たちの言って
いたことば。聞いたことはある。〉（伝聞の「ゲナ」と混乱しているようでもある。），174注1〈漁業者のことば。〉注2
（雷うと答えたが，？。「ゲナゲナハ

ナシワウリシ

ヤゲナ」と笑いながら言う。確信の持てない時にゲナを言うのであろう。〉，177

（「フジサンノゴトアル」をたしかめるが，あまり用いないと言う。），190〈父が言っていた。〉，193＜daregajaruka：より

やや上の言い方。〉，207（ヤは文末詞。），209〈やさしく言う時。＞

730805

147〈よそから来た言葉。〉，149＜（大人にむかって言う）ていねいな命令。参考までにasobande：

は「遊ばないか」（問いかけ）ということ。〉，151〈sott∫i：iki

N

sannaは広島の方から入ってきた今のことば。〉，

153注1くきびしい。〉注円くやさしい。〉，156注1〈watt∫iは女言葉だが男も使う。

oraより丁寧。〉注2（oraの部分誘

導。），157〈こちらの方がよい。〉，159（参考までにあげると，ik㎜a：ijaは「共々，行かないでおこう」というこ
と。），160〈誘いが強い。〉，161〈つぶやき。〉，164〈「行ってくれないので困っている」という意。〉，165注1〈「行
くだろうよ」ということ。敬意が入る。〉注2〈敬意がない。〉，172注1〈「良いそ」の意。〉注2〈ekarO

lには「良さそ

う」の意味が含まれている。〉注3〈伝聞。〉注4〈ekaro：には「良さそう」の意味が含まれている。〉（この表現は「良い

一643一

だろう」に当たる。「良さそうだ」にぴったりあたる表現はみあたらない。），173〈伝聞。〉，174注1〈伝聞。〉注2＜「雨
というよ」の意。伝聞。〉，175注1〈岩国町に近い表現。伝聞。〉注2〈「高いと言うよ」の意。柳井の言葉。〉，176〈「居

たというよ」の意。〉，186〈二つの語形どちらも同じように使う。〉，192注1〈判断を下している場合の言い方。これ
がよい。〉注2＜少し疑問が入る言い方。＞

730837

156〈wa∫iが一番おだやかな言葉。〉，157〈d

3

aの方がよりていねい。〉，162（〜ikenの部分は誘

導。），172（エ加一とは言わないか尋ねたところ，ekaro：は意味が違うとのことだ。），173注1〈推量が入っている。〉
（話者はこちらを言うと言う。）注2〈かなりわかっている場合。〉，174〈年寄りはgenaをよく使う。〉，176＜genage
nabana∫a【usod

3

agenaと言うようにgenaをよく使う。〉，177〈両方使う。d5aの方が意味が強い。〉，191（itsuka

は無声化しない。），195（195に該当する回答。），207〈親しい人に使う。〉，241注1〈子供が使う。〉注2（danda
waηka【は「有難うと言いなさい」の意。古い言い方。）〈dandandegoza

731128

N

i

N∫itaとは言わない。＞

151（？），152（？），153（？），155注ユ（？）注2（ikksaの形が普通の様子。），156（ガ行子音は語中

語尾においてもすべて［g］である。以下同じ。），ユ58（［omo：to「］の形がしばしば聞かれる。），159（？），160（？〉，

171（回答としてはφro：gotaruだが，第三者との会話中では多くφro＝gota「となる。），186（時としてikkaikan
kaとなる。），191〈強調。遠い過去。〉，193（「スル」を使わぬ形は聞き出せなかった。），194（回答を得られなかっ
た。），195（語尾が上がる。），207〈ヤランカより敬意あり。〉，208〈相手が年少者の場合に限る。〉，241（コーラケネーは「こ

れはまたどうも！」の意。）

731288

152（今も使っているとのこと。），153＜最近の大阪ことばである。この土地では「イカン」を使うべき

である。〉，159〈聞いたことはあるがあまり使わない。〉，162（「ハ
〈「ゴトアル」を縮めたのが「コ

イ」を除いた言い切りの形を聞いた結果。），172

タル」である。〉，ユ73（bjo：kinogotoaruを縮めた言い方があるか尋ねると，［gotaru］もある

とのこと。），176注1（「伝え聞いたというニュアンスを出すとするとどう言いますか」という問いかけに対して得られた回
答。）注2くこれを最もよく使う。〉（「伝え聞いたというニュアンスを出すとするとどう言いますか」という問いかけに対し

て得られた回答。），190〈こちらが小竹のことばか。〉，ユ92注1〈博多ことば。〉注2〈小竹のことば。〉，194＜炭鉱

ことば。小竹は炭鉱に近かったのでこの言い方を使う。〉，241〈女性が使う。＞

731665
732095

ユ54〈強い言い方。〉，164（どちらも？。）
ユ50（これも厳しい言い方とのこと。），156〈強めの表現。〉（「わか」の個所は「オリカ

とのこと。），157注ユ（「花」もっけて下さいと言って得た回答。）注2（「アノ花ノ美

」と．は言わない

一」と言わないか尋ねて得た回答。），

160〈この方が誘うときの情がこもっている。〉，ユ64（「ナ」を除いた言い方もあるか尋ねた結果出た。），ユ73注1（「病
気ンゴ夘」はどうかと尋ねた結果得た。）注2（「ナ」を除いた言い方もあるか尋ねた結果得た。），193（「スルを使わずにヤル
で言って下さい」と言って得られた回答。），195（「来ルッチューテ」と言いますかという問いに対し，話者は「そうですね？」
と答えた。）

732167

732291
732586

ユ48注1〈強意。〉注2〈弱い。〉，151〈ハ

イをつけないこともある。〉，189（「ガ」は出なかった。）

193（「スル」の形は採らないとあるが，それ以外の形が出なかったので。）
148（トゥは［thu］である。），工49（ドゥーは［du：】である。），156（この場合「オリグ」と言わないと回

答。），157（ウトゥクシのトゥは［tsu］，コトゥのトゥは［thu］である。），191（トゥは［tsuユである。），194（トゥはthu。）

733132

147

〔女はake

〔女が言う。〕，148〈女が言う。ネを使うのは大正中期頃から。〉，149

〔女が言う。〕，150

N∫aiを強い語調で言う。〕，151（女が言う。），153〈女が言う。〉，160〈この言い方がやさしい。〉，

169〈行ったかどうかあやふやなとき言う。＞

733269

154（回答二つのうちどちらが多いか，あるいは古いかという問いに対し，話者はその時々で色々

に使い分けるとのこと。），163（「行コーコ

ツナカ」と言うか聞いた結果。），164（「行ッテモライタカ」のように「効」という言い方

があるか尋ねたところ，「言わない」とのこと。），175（「高上ゲナ」と言わないか尋ねたところ，話者は言わないとのこ
と。〉，192（「ヨカッチャロカ」と言いますかという問いに対し，話者は言うようだけど，若い人に多いように思うとのこ

と。），195注1〈男性の言葉。〉注2〈女性が口にする少しやさしい言い方。〉，207〈この方が気やすい言い方。〉

一644一

733397

162〈イキトージとは言わず。〉，177〈ゴタルとは言わない。〉，194（ツはtsu。＞

733434

148（na∫iは「何故」ということ。），150＜よりきびしく言うとき。＞

733638

153（〜デケンは比較的新しい表現形式のようである。），159（普通はこれで間に合うらしい。），

171（誘導した結果，255の方が普通と答える。），241（共通語的な言い方。特にアリガトー以下がそうなる。）

733671

156〈daiは共通語の「ゾ」に当たる。親しい人に対して言う。同等かそれ以下。〉，159（「タ

イ」は強

調。）

733904

152〈語気を強めて言う。〉，155〈女がよく使う。〉，173〈「病気」の語を使用しない。〉，176（第

三者が教示。話者も同意。）

733976

148〈きつく言う時。〉，149（〈ナマェ〉部分は具体的な名前が入る。），151〈大人が使う。〉，152注1

〈きびしい言い方。〉注2〈少しやさしみのある言い方。〉，153注1〈きついことば。〉注2＜主に若い人のやさしさのあ
ることば。〉，155〈ワイは強める言い方。イカーは使わない。〉，156注1＜オレは上品なことば。ワシ対オマエが中心。くつろげ
ばワシ。あらたまればワシは使えない。〉注2＜「ガヨ」は少なくなった。オレは上品なことば。ワシ対オマエが中心。くつろげばワシ。

あらたまればワシは使えない。〉，157〈∫akujakunokire：nakoto，
言うし，他人に言うときにも使う。〉，158注1〈iko：は少ない。
t∫oru，

o皿o：toruは新しく，多い。〉注3〈ikoは多い。

botan：okire：nakotoなどと言う。一人ごとでも

omot∫：oruは古い。〉注2＜iko：は少ない。

omot∫：oruは古い。〉注4＜ikoは多い。

omo：

omo：t∫oru，

omo：

toruは，新しく，多い。〉，159注1〈極少。〉注2〈「イクマー」は言わない。〉，160〈「イカザー」「イカマイ」などは使わない。〉，
162注1〈「イキトテ〜」とは言わない。〉注2〈極少。古老が主に使う。「イキトテ〜」とは言わない。〉，164＜「イッテ」と言わなく

て「イテ」と言う。〉，167〈小さいころは，ほとんどこればかりであった。〉，170注1〈主に若い女の人が使う。〉注2＜男
女ともに使う。〉，171〈プリゲダとは言わない。〉，173〈「ピョーキゲダ」とは言わない。〉，175注1〈昔はよく使ったもの

だ。〉注2〈今はこの言い方が多い。〜ゲナは使わない。〉，176〈年寄りはあまり使わない。〉，190〈だいぶん少なく
なってきた。〉，192〈だいぶん死語になりかけた。〉，194＜ヤライデカは聞くことはあるが，三瓶のことばではない。不
使用。〉，241＜軽い意味でのお礼のことば。殆んど死語に近い。＞

734042

147〈よりやさしい言い方。やさしく言うときは，ことばの調子もやわらかくなる。〉，148〈強い

言い方。〉，154〈二つの回答に意味上の差はない。〉，156〈行くのが当然という意をもつ。〉，160〈強く誘う言い
方。〉，167注1〈かなりの確信がある場合。〉注2〈疑いの気もちが強い場合。〉，174注1（推量要素が多く，伝聞要素
が少ない。）注2（伝聞要素が出てくる形。），193（「スル」を使った言い方の方がよく用いられ，この形以外のものを求
めるのに難渋した。）

734121

152〈やさしい言い方。〉，157注1〈独白的。〉注2〈相手がいる場合，感動を伝えるとき。〉，193

〈きたないことば。＞
734177

148（コ

ロコ

ロの意味を尋ねたら「動作を早く」ということだという。），152（「行ッチャナラン」と言うか尋

ねたところ話者はそれもあるけど「行クナ」を使うとのこと。），155（「クサ」がっくと「もちろん」の意がこめられていると
いう。），157〈「サー」の語尾を尻上りにあげる。女性の言葉である。〉，ユ59〈「行キメー」は言わない。〉，164注1〈特に女
性が使う。〉（「行タッテモライタカ」と言うかきいたところ言わないとのこと。）注2（「行タッテモライタカ」と言うかときいたところ言

わないとのこと。〉，167〈同僚について言う。〉，170〈「雨ノ降ルゲナ」とも言う。〉，171（「降ローデッシヨル」と言いますか，

という問いに対し話者はあまり言われないようだと言う。），173＜尋ねられたときに，その話題の人が最近見かけら
れないような場合に言う。〉，174〈これも使うが，「雨ノ降ルゲナ」の形が一般的。〉，193（「スルではなくてヤルを使って言
ってください」と言って得られた回答。），207〈友達相手の言い方。〉，208（人に「ヤル」ことを「クレル」と言うとのこ

と。），241〈今は，子供を相手にした時に使う。〉

734265
734426
734553
734694

159（強い時。）
150〈強い。〉，171〈丁寧な物言い。〉，209（「やっといたか」という意。）
151〈今の親はこう言う。〉，159（？）
158（「イコートオモーチョル」が普通だが共通語の影響で促音便を用いたものらしい。），177（「フジサンノコ

一645一

トアル」

の言い方もあると思う。），241（普通はオーキニスマンナーぐらいだ。回答は共通語的。）

734754

152（151より語調が強くなるだけ。），162（イキトーチ

はikito

l

deであって，無声化はしない。），

163（無声化せず。），189〈ダレカガとは言わない。〉，193（コツーはkots職【。）

734991

147〈たいてい，起こすということは殆どなく，孫の方が先に起きています。〉，153注1〈若い者の

ことば。〜akanは他所のことば。〉注2〈〜akanは他所のことば。〉，154〈二つの回答の両方半々に使う。〉，156〈i

kugajoなどはこの土地の言い方ではない。〉，161注1〈古老が使う。〉注2＜根っからの土地ことばではない。女の人
がよく使う。〉，165〈男女とも使う。〉，174注1〈特に女衆がよく使う。〉注2（ga＝は「よ」にあたる。），175＜タカイトー，
タカィゲナはよそことば。〉，188＜「ナンゾ？」は地方（ジカタ）のことば。＞

735054

150（語調きびしく。），161〈iko：gotaruとは言わない。〉，ユ62〈hoJl

p

iikitakaJla【より意味

が強い。〉，171（回答は，165，170などと比べてみると「降るだろう」にあたるか。），206（jetaは「得た」というこ

と。），241＜おみやげを持ってきてくれた時に言う。＞

735443

150（？），151（？），156（ikuwaの［wa］，よく聞きとれなかった。），164注1〈友人に言う。〉注2＜目

上に対して言う。〉，209注1〈男に対して使う。〉注2＜女に対して使う。＞
735677

151（「行ってはいけない」の意。），174（伝聞の時はチューキー（トイウノタ

の意）がっく。），193＜「やる」と

いうのは与えるの意に多く用いる。何かをするのにはスルを使い「やる」とは言わない。〉，194（どうしてもこうしても
やるの意。「やらないことがあるものか」というような表現はしない。）〈最後の「ヤル」は「やりとげる」の意なので「ヤル」と

言う。〉，195注1〈目上の人に向かって言う。〉（上がり調子でたずねる。）注2〈目下の人に向かって言う。〉（上がり

調子でたずねる。），241＜古い言い方で今はあまり使わない。＞

736172

157〈感嘆の度合いが強い。〉，160〈相談的な持ちかけ。＞

736312

157（「ウツクシサ」はなさそう。），195（テチヤはtet∫ija。）

736525

157（日田地方は間投助詞ネーが普通。），174（コッダはkotda。），175（コッダはkotda。），176（コッダ

1まko

t

da。

736613

），

194

（コツ

まkot

S

u＝。

）

148（147の場合より少し強い口調で。），157（トゥは［t鯛である。），166＜こちらの方が否定の意

が強い。〉，168注1（「行っただろうか」の意。）注2〈不安感がある。〉注3〈不安感が少ない。〉，172（トァは［to巳］で

ある。），174〈他の人と話す時使う。〉，191（トゥは［七呵である。），207〈親しい間柄の人に対して。〉，24玉注1＜も

らって日にちがたってから言う。〉注2＜もらったその場で言う。＞

736687

149〈妻に対しては言う。〉，156〈宮崎的。〉，187（dareiのiは主格のイ助詞。），194＜やらないこ

とがあるものか，とは言わない。＞

736769

157（ツは［th明である。），175〈今は使っていない。〉，187（イ効の音声はikΨka。），192注1〈目

上の人に向かって言う。〉注2〈目下の人に向かって言う。〉，241〈昔使っていた。＞

737030

149（goNgoNは「利口者」の意。），150〈声を大きくして言う。〉，152（この形全体で言う。），

ユ53（「行っては」を省いた言い方をする。），157（なかなか適切な形が得られなかった両語形は調査者の推定形とい
うのに近い。），160（両者は半々に使う。），161〈行きたい気持が，こちらの方が強い。〉，163＜行きたくない気持
カニより弓童い。

737096

＞

157〈特にきれいな時に。〉，159〈ikumaiは言わない。〉，161（文末詞は伴わない。），166＜こち

らの方がわずかによいことば。〉，167くこちらの方がわずかにていねい。〉，169＜こちらの方がわずかにていね
い。〉，207〈jareより少しよいことば。〉，208〈こちらの方が少しよい言い方。〉，209＜こちらの方が少しよい言い
方。＞

737399

160

〔〜nya：yaと言う。〕，170

〔ba

Nのなかに「たぶん」の意が含まれる。〕，193＜普通はsuru

mONkaを使う。＞

737412
737497

193（ヤルは使わぬ。）
148〈口調が強い。〉，150＜強い口調で言う。古い家は窓を開けることが少ないのであまり使わな

一646一

い。〉，152〈強い口調で言う。〉，160注1（勧誘表現は一般的にはこの言い方が多い。）注2（場合によっては使う。），
165注1（前にタフ

ンなどの副詞が来ればこの言い方になる。）注2（前後の関係ではこちらの言い方も使われる。），166

（「タフ

ン」などの副詞が前にあればこの言い方になる。）

737763

153（「行くな」の厳しい言い方ikunacijaと混同する面があったが，この表現が正しいと言える。），

166（ごく親しい友達同志の場合に使う。），173（両者は個人的な差で特に区別はない。），174注1〈男が使う。〉
注2〔女が使う。〕，175注1（客観的表現。〉注2（強調的表現。），187（ikukaが促音化したもの。），208（ヤルは日向
方言では本来敬語で「あげる」の意である。しかし最近は共通語の影響でヤルを敬語でなく使う言い方が出はじめている
ような気がする。），241＜目下などに親しみをこめて言う時に使う。＞

738102

158注1〈他人に言う。〉注2〈家族に言う。〉，241注1〈目上の人に言う。〉，注2〈友人，同僚などに

員つ。＞

738221

152（socciikunaをもっと強く言ったもの。），164（？），玉70〈baiの中に「たぶん」の意を含む。〉，

241注1〈同等の者かそれ以下の者に礼を言う時。〉注2＜目上の人にお礼を言う時。＞

738277

159（このような反語的表現をとるのが普通の由。），161注1＜自分一人でつぶやくときでもこう言

う。ハッテクは「（楽しみに）行く」ということ。また，キャーイクとも言う。〉注2（こちらの方が161にはふさわしい回答か。），

162（okorae

Nは「たまらない」ということ。），165（推量表現については166，167参照。），166（doは推量。

cf．167），

167〈cf．「（雨が）降るだろう」は（イ）φuddobai，（ロ）φurudaro：の両用。（ロ）の方が（イ）より確信度が高い。〉（この地方

はダロウを使用する。なお，166，168参照。），168＜ittadaro：と言う人もある。自分では言わない。

ittadoとも言わ

ない。〉，186（モ和はモノヤラの転か。），195（こちらが195の回答としてふさわしいか。），209〈クレタは使わない。〉，
241（アンタも含めた慣用表現らしい。アンタはやや終助詞化しているか。）

738398

147〈okiroよりもきびしい言い方。〉，150〈kaをつけて，やかましく言う。〉，154注1（このよう

に，一人ごとを言う。）注2（他の言い方もあろうが，これら二つの回答でせいいっぱい。），159（ikum田の存否を尋
ねたが，確認できなかった。），162（求めたい言い方からはずれているが，文意をくんだ表現にはなっている。），

i67（文意がやっと理解され，回答されたもの。），168〈行ったことがすでに判っている場合の言い方。〉，173注1
（自信なさそうに言った。）注2（続けてすぐに回答された。），174（ameηgotaruが早口で言われて，
れて聞こえる。），176（「オッタゴタ」まで言いかけて途中で「オッタソーダ」と言い，さらに「オッタコ

gがロに集約さ

タンナー」と言った。），177

（3iのようであり，dの音は聞きとられないようであるか。），187〈reはいらない。〉，189注1（gaはかすれて摩擦の
音Yのように聞こえる。）注2（ゆっくり発音した場合。），191注1（文意をとりちがえてか，このように言った。）
注2（場所でなくて時間であることを指示して得た回答。），195注1〈たずねかえす時の言い方。〉注2＜自分に言う場
合の言い方。〉，208〈ヤッタことはクレタで，刊タはモロタです。〉，241＜今も昔も使う。＞

738504

148〈強い調子で言う。〉，150（強い口調。），152〈語気を荒くする。〉，241＜目上の人に対して

使う。＞

738647

150（akeiの約。），152〈語調がきびしくなる。〉，157（「ano」は「a

N」ともなる。），207注1（身近，

年下の人に対して。）注2（目上の人に対して使う。），241＜強いて区別すればこちらの方がやや感謝の気持ちが強
い。＞

739070

739276

194（シヤエンコッガは∫ija

わりにdogya

739405
739563

enkogga。）

148（両者は，一つの文として連続しているのか？），166注1〈行かん方に近い。〉注2＜iNnyaの変
N∫ite：を使う。行かん方に近い。〉注3〈どちらかわからない時に使う。〉，191＜「以前」の意。＞

148（口調が強い。），152（前に一度注意して重ねて言う時の言い方。）
152〈語気強し。〉，159〈強く言うとき。〉，161（否定のときは［ikitene

］［ikitekotane］とな

る。），189（「が」はっかない。）

739644

152（強い口調で言うことがきびしさを表わす方法のようである。），155（「iku」と言い切る形の場

合もある。）

一647一

740015

153（it【ewaikenaiを言い改めて答えた。），162〈親にねだるときなどに。〉，193注1＜わからな

い時の言い方。〉注2〈jarumo

740180
740252

kaは言わない。〉，241＜心やすい人から，かんたんな物をもらった時の礼のことば。＞

188＜子供に対することば。＞
ユ55〈強めて言うときのことば。〉，160〈「行こうよ」の意味。〉，194＜他人の場合。＞

740340
740420

o

241〈売買の時だけ使う。＞

ユ56〈ホ

クィク，ワタシャイクは若い人が使う。イクンダーはやくざみたいで使わない。〉，157注1〈ウツクシーは：娘が

上品に言う時のことば。〉注2〈時々使う。ウツクシーは娘が上品に言う時のことば。〉，159〈一人ごと。〉，160注1〈親し
い人へ。〉注2〈気がね．な人へ。＞

740510

154〈最近言う人もいる。〉，157〈「〜コト」は言わない。〉，164（iteho∫i：の有無を尋ねたところ，

無いとのこと。），167注1（不適当。［ikuntot∫a【uka］の有無を尋ねたところ，無いとのこと。）注2〈適当。〉（［iku

nto七∫a：uka］の有無を尋ねたところ，無いとのこと。），168注1（これが適当か。

ittadaro：という形では言い切ら

ないとのこと。）注2（ittadaro：という形では言い切らないとのこと。），170（適当だと思う。〉，174（ame

3

aso：

na等の有無を尋ねたが，無いとのこと。），193＜jaruは人に物を与える場合に使う。＞

740586

155〈親しい。〉，157〈女に多い。〉，170〈tait∫eiは古く，使用は少ない。＞

740766

152〈語気強く言う。〉，164〈itemoraitaiとは言わない。

kendono＝がっくことが多い。〉，166

注1〈no：は男に多い。〉注2〈na：は女に多い。〉，170〈tabunは少ない。〉，172〈3aではない。〉，188くつよく言
う。〉，191〈女がよく使う。〉，194＜jaraidekaとは言わない。＞

740846

152〈語気を強める。〉，160注1〈男が使う。〉注2〈女に多い。〉，161注1〈相手に呼びかける。〉

注2〈自分への呼びかけ。〉，165（juku

3

aro：はまず言わない。年をとった人が言うかもしれない。），170〈むこて

（引手〉からもどってきた人に限る。〉，172注1〈no：は男が使う。〉注2〈この言い方もあることはある。

na：は女が

使う。〉，174注1〈農家では言う。〉注2〈女のことば。〉，188注1〈男が使う。〉注2〈女が使う。〉，194＜特殊な人の
ことば。〉，207注1〈女性が言う。〉注2＜男性が言う。＞

741461
741634
（daremose

176〈両者は五分五分に使用。＞
147（〈ナマDの部分は具体的な名前が入る。），148〈荒くたい言い方。〉，160〈やさしい。〉，ユ93
N

waとも言うと思う。）

742076

151注1〈きつい感じの言い方。〉注2＜やさしい感じの言い方。＞

742138

148〈ことばを強めて言う。〉，156〈ikueを訂正してikujoを言う。〉，193＜ヤルは使わない。＞

742256

162（強調。），166（原文に忠実。），168（原文に忠実。）

742462

162（強調。），ユ66（これに該当する共通語は「行きはしないだろう」である。），176注1〈強い感

じ。〉注2〈軽い感じ。〉，188〈相手を軽べつする気持。〉，193〈強調した言い方。〉，209＜やさしい表現。＞

742706

148（適当である。），150〈これが適当。きびしくさいそくする時。命令的。〉，151（行こうとし

ている，行きがけている幼児を引きとめるような時の言い方とのこと。これは，153問が終わってから，あらためて
151，152，153の範囲で使うとしたらと質問した時の答えである。），152注1〈きびしい言い方。〉注2＜itaraikanwa
よりもきびしい言い方。〉，ユ53〈いやらしいことば。〉（意地の悪い言い方。），154注1〈適当な言い方。〉注2＜絶対
的にというきびしさがある。〉，155注1（不適当。）注2〈適当。〉，156〈ikundaとは言わない。〉，159（適当であ
る。〉，160注1〈口をかけてみるような口調。〉注2くさそう意が強い。〉（この場合，こちらが適当か？。），168＜年輩
者に多い。〉，176（ottaso【naの有無を尋ねたところ，あまり言わないとのこと。），186〈適当な言い方。〉，187
〈適当な言い方。〉，193注1〈特に目下の者に向かって言う。〉注2＜特に目上の者に向かって言う。jaruは絶対に使わ
ない。〉（jaruは使わないという点については？。194の回答に出現している。），241注1〈対等の立場で言う。〉注2〈特
に目上に言う。ariηa七〇：だけを言うことは無い。＞

742771

177注1〈φu3isannika：ra

Nと共に，均等に使用。〉注2〈φu3isa㎜itainaと共に，均等に使用。〉

（古典的。）
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743134

147（noborut∫aNは話者の孫の名前。），151〈優しいことば。〉，152〈固いことば。〉，209＜不確

かな時。＞

743361

157（so：makkotoko

3

antoは三語それぞれ「大層」にあたる副詞。），158注1（結果態。）注2（継続

態。），162〈切実感がある。〉，174（古典的。），209〈やさしい表現。＞

743640

188注1〈男に対して。〉注2＜女に対して。＞

744072

149〈「物をください」と言うときにjannahaijaと言う。〉，152（zoの方がきびしい。〉，158〈「映画

を見るよ」はmirai，「飲むよ」はnomaiと言う。〉，195〈「だって」にあたることばはない。〉，241（zは丘に近い。）

744102

148注1〈父親が子へ。〉注2〈母親が子へ。〉，151〈品位は普通で，やさしい言い方。〉，156＜両者

半々ぐらい使う。〉，159（ikumaiはjukumaiにも聞こえる。），160くどちらも半々に，よく使う。〉，165＜土地こと
ばらしい。〉，188〈目下へ。〉，194〈「ヤライデカ」「ヤランジャイ」とは言わない。〉，241＜親しい人に言う。＞

744245

162〈強調。〉，209〈やさしい表現。＞

746022

147〈柔らかいことば。〉，150（daresoresa

Nの部分は具体的な名前が入る。），153＜zoがあると

余裕のある感じになる。〉，191＜最も新しい。＞

746039

162（強調。），172（両者五分五分に使うようである。），177（両者とも五分五分に使うようであ

る。），207注1〈年下に。〉注2＜年上に。＞

746098

150（∫ao∫aqは「さっさと」「てきぱき」くらいの意。），162〈強調。〉，177（古典的。）

746200

148〈冷酷な感じ。〉，162〈強調。〉，165〈若年層が使う。〉，166〈若年層のことば。〉，168＜若

年層のことば。〉，171〈端的な表現。〉，175〈「高いと言うが」に当たる。〉，207＜若年層のことば。＞

750046

147〈hajookisaNsejoよりもきつい言い方。〉，148〈hajooki

O

kaよりもきびしい言い方。〉，157

〈「〜コト」という形は用いない。〉，159（「ゼッタイイカンヨ」と言って，「マイ」は用いない。），188くやや上品。〉，241＜子供が

よく使う。＞
750169

147（160にもイコラヨの形が出た。），156（質問文の「〜んだ」に対応する形として，ワシカ。イクノヨー，ワシカ。イ

クヨーは不十分と考えたので，さらに求めて得た回答。）

750332

155〈モ知ンはあまり言わない。〉，173〈dokusoは「どこか」の意。〉，174〈ゲナは用いない。〉，175

〈伝聞の言い方。〉，177〈これで終止形。〉，241＜物を売買する時にも用いる。＞
750391

156（話者は第1人称は「ジフ

ン」以外は使わないと言う。103も「ジブン」であった。），157＜「〜コト」型

は女の使うことば。〉，241（「〜ヨ」は相手への親愛感を表わす。）

751205

147（やや，強く言うとき。），151（反応形としては最初に出た回答。），152（このような反応形

も出た。），155（モ知ンの言い方について考えていたようであった。），187（格助詞脱落。）

・

751369

152（と，声を大きくする。），171（降る可能性が大きいことを表す。），241（対等の者に言う。）

752116

149（「窓」のあとに少し引音節があるが，格助詞「を」ではない。「春・秋」などの第2音節を少しのば

すのと同類である。），151（最初の反応形として出た回答。），152（最初の反応形として出た回答。），155＜「イカイデ
ヨ」のような言い方はしない。〉，156（こちらの方が強い表現。），157〈「ウツクシイコト」とは，ことさらに言わない。〉，

159〈「マイ」は用いない。〉，176（itaso

752294
752393

maはやや古い。），241＜丁寧に言うとき使う。＞

188（「何なのかい」の略と考えられる。），192（疑問懸念の意が強い。）
157〈「ウツクシイコト」の言い方は聞くが，自分は使わない。〉，160〈きつい感じ。〉，194〈強い言い

方。〉，207〈kureηkaよりぞんざいな言い方。〉，241＜女に多い。＞

760863
765931

153くよりきびしい表現。＞
150（声を大きくして。），155（もちろんの気持。），208〈「くれた」の意。〉，209〈「くれたか」の

意。＞

765962

160〈「行くように」ということ。〉，162（二回重ねて言うことによって。），171注1（人に言う時こ

う言う。）注2（一人での時こう言う。），173（「病気であるかも知れない」に対応。）
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822996

153注1（waikataido：は「悪いそ」の意。）注2（質問文の意味に近い。），164（「加わって話すよ」の

意。）

830029

148（なお，okire

iと言えば，やややわらかな言い方となるらしい。），150〈語勢を強めて。〉，

150〈語勢を強めて。〉，152〈語勢を強めて言う。〉，192（ne：は有っても無くても良いとのこと。）

830081

167〈行先不明の時は文末がkaiになる。〉，168〈目上に対して。〉，177（？），194（？），241注1〈友

人や目下から物を貰った場合に使う。〉注2＜年上から物を貰った場合に使う。＞

830168

149（はっきり答える前につぶやく。録音されなかった。），150（雑音が入り聞き難い。），170

〈「たぶん」は使わない。念をいれる意味でta∫ikaを使う。〉，193＜ヤルは使わない。＞

830339
830466

207〈気の毒に思うときに使う。＞
147（「もう，たいがいの時には起きないか」の意。），148（語調を強める。），150（「いますぐあけ

んかい」の意。），161（イキタィナーの短音化。），170（「大概雨だろう」の意。），195（本来，「クルダロウカ」の意の表現。驚い

て問い返す時には疑問文を用いて信じられない気持ちを表わす。設問の文意にそう表現としては「クルトイウ功イ」「クルッテイウト

カ」などがあるが，ここでは出なかった。）

830652

148〈語調強し。〉，150〈両方使う。語調強し。〉，152（語調強し。），156（「wasiga」とも言う。），

187（ikukaは「iQka」が普通。）

831163
831295

149（「戸でも開けないか」の意。）
148（語勢を強めて。），150（語勢を強めて。），ユ51（？），155（wajaは，直訳すれば「お前は」であ

るが，ここでは語勢を強める文末詞的な役割りを果たしている。），ユ57（kora：は「これは」の意。），193＜suimoη
ka（スルモ功）が普通。＞

831372

831452

150〈goηgoTは「早く」の意。〉，161（「行きたいけどね」の意。〉，175（「高いそうだよ」の意。）

ユ50〈このほうがきつい言い方。〉，153注1〈絶対に行ってはいけない。〉注2〈事前に話して聞かせ

るとき。〉，156〈早口で言うとき。〉，159〈あまりはげしくない言い方。〉，168（？），169（？），175＜聞いてはっき

りしている時。〉，241注1〈kata

d

3

ikeno：とd3iと発音すると，改まった言い方になる。〉注2＜kata∫ikeno：と

∫iと発音すると，普通の言い方になる。＞

831525

148〈口調の強さできびしさを表す。〉，150〈声を大きくして言う。〉，ユ52〈大きな声で言う。〉，

195注1（「来るのか」の意。）注2（「来るってね」の意。）

832028

193（「やる」は使わない。）

832158

173（あとで聞いた回答。），174（祁答院町ではamed

832268

148〈捨てことば。〉，151〈ナーがつけばやさしみが出る。〉，153（きびしい言い方。），209（この

3

aigenaという。）

言い方しか出ない。）

832440

832500
832545

156〈おとなしい言い方。〉，173（iro

g

iggaは「顔色が」という意。）

153〈強い言い方。〉，161注1〈強い希望。〉注2＜多少ひかえめな希望。＞
170（do∫∫eNは「どうしても」の意だが，通常「たぶん」の意に用いる。），147（やわらかい。〉，

149（やさしい言い方。），155（他にikutojo「行くのよ」，
∫ikotsuという言い方もある。），161（他にiko

ikudo・「いくそ」などもある。），157（他にaNhanaNukku

gotane＝という言い方もある。多少ひかえめな希望・願望をあらわ

す。），162〈独白的。〉，163（他に，iko「gotane：という言い方もある。これはひかえめな希望・願望をあらわ
す。），166〈独白的。〉，192〈非常に自信がない時の言い方。＞

832598

177（「〜ノヨウダ」がなかなか出ない。＞

833160

152（強く言う。），177（人に説明するときに使う言葉。），193（da：gajaikaより強い表現。）

833242

147注1〈女性が使う形。〉注2〈男性が使う形。〉，148（ユ47の場合より口調きびしく言う。），152

〔口調きびしく言う。〕，ユ53（〜narandoとは言わないか尋ねてみたが，用いないとのことであった。〜dekendoに
ついても同じ。），工55（話者は回答として最も適当と感じているようであった。），157注1（九州北・中部の如く「美
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しさ」「きれいさ」の形を用いないか尋ねてみたが，用いないとのことであった。）注2〈女性の良く用いる形。〉（九州
北・中部の如く「美しさ」「きれいさ」の形を用いないか尋ねてみたが，用いないとのことであった。），165〈「行キハシナイダ
ロウカネエ」ということ。これが普通か。〉，173（waikaro〜とも言う。）

833436

207＜親しい友人などに対して。＞

834143

148〔但し，語勢を強めて。〕，150（語勢を強めて。），152（語勢を強めて言う。〉，177（goad

done：は話者の発音のままである。）

834232

176（子供の言い方だと思う。）

834328
834556
834584

166（？）

147〈少し荒っぽい言い方。〉，164（？），165（「行きはしないだろうか」の意。）
153（同席者がはじめに言う。），154（ヂャはd3a。），158注1（オモーチョルの一は半長音。）注2（オモーチョッ

トヂャガの一は半長音。ヂャはd3aである。），159（メーは半長音である。），163（トーは半長音。），177（フシ

は［φ田3i］

である。）

835057

158（「行こうと思っているが」の意。言い切りはomot∫oruである。），167（一raiのrは，強い破裂

を伴う［r］である。以下，168，169も同じ。），173（「病人のようだ」の意で，「病気らしい」そのものは回答が無かっ
た。），241＜目上に言う。＞

835175

193〈ヤ】レを使う形は用いない。〉，194（？）

835208

154（ikanaのnaは孕aにも聞こえる。），157＜ウツク滞，キレイサとは言わない。＞

835261

170（「たぶん」にあたる語はNR。），174（？）

835428

159注1〈決意が強く表現される。〉注2〈気持の表現が弱い。〉，162くこのように言う人もある。〉，

163くそう言う人もある。＞
835430

165（？。イクジャロウの形は用いないとのこと。），170（doden，

do∫itenは，「たぶん」というより「き

っと」か？。），207（クレとだけは言わないと言う。）

836142
836231

159（i㎜eは無い。）
147（memeは「子」のこと。），148（？），152（「行くなというのに」の意。），154（？），164（jokaba

の省略形。〉，169（？），171（？）

836382

154〔ikannjanara

O

gaとも言う。〕，161（「行キタインダガナア」に当る言い方。行きたいが実際には行

けそうにない時などに用いるとのこと。），169（？），241注ユ〈男性の言い方。〉注2＜女性の言い方。＞

839421

158（「思っているよ」にあたる。），172〈これらがいいと思う。＞

931346

150〈na

p

o：∫ijottokaは「何をしているか」ということ。

ja：iはよびかけ。〉，151＜wago＝na：a

bunakkaraは「お前なあ，危ないから」の意。〉，156〈「行くことになっている」に相当。〉，157注1＜花一輪が映えてい
る。〉注2〈花が沢山あったりして。〉，159〈「行きたくない」の意。〉，165注1＜決まっているかんじ。ika：joは必ず
行く場合。〉注2〈半信半疑。ika：joは必ず行く場合。〉，168〈「行ったはずだが」の意。〉，172注1〈半信半疑。〉
注2〈jokaと同じである。〉，191〈「かねがね」の意。〉，ユ93〈ヤルという動詞は，ちゃんと仕事などをする感じがあ
る。〉，194注1〈決心の言い方。〉注2〈「やってみせるよ」の意。〉注3〈「どうしてもやる」の意。〉
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総合図統合一覧（表1〜5）
以下の総合図の見出しとそのもとになる詳細図の見出しとの対応を提示する。

−占9︼

表表表表表

総合図

詳細図

∩﹂4FO

「行かなければならない」208図

206〜207図

「起きろ（やさしく）」

211図

209〜210図

「起きろ（きびしく〉」

214図

212〜213図

「雨だそうだ」

246図

243〜245図

「ありがとう」

270図

267〜269図

いずれの場合も主たる配列は，総合図の凡例に従っている。

※注意事項

表1
詳細図の206〜207図は，全体の語形を前半（206図）と後半（207図）に分割して扱い，さらに206図では部分統
合を行っているが，表では分割や部分統合を行う前の形で詳細図の語形を提示している。

表5
詳細図の268〜269図は，全体の語形を前半（268図）と後半（269図）に分割して扱っているが，表では分割を行
う前の形で語形を提示している。
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X l(
taapa(208)fitidL

rfThli)titCJ2rLeut)k6tkVh1

206‑‑208pa)‑ 1

ksapa(2os)ndiu

stmxnuu(fi#]･atfistadiiioffi)

‑NAKJAANARANAI

‑NAKEREBANARANAI

iganakjanaNnee
iganageanaNnee‑naa

iganagerebanaranai

iganakerebanaNnee

ikanakjaanaNnee‑wa
ikanakjanaNnee‑da
ikanakjaanaNneja

iganagerebanaNnee

eganagenaNne

ikanakerebanaranai‑Nda

eganagerebanaNne

eganekanaNne
eganekkanaNne

iganakerebanaNne‑kara

iganagerebanaNne‑

ikanekjanaNne‑de,deja

Ndajona
‑NAKERJAANARANAI

eganakenaNne‑Nda

ikanakerjaanaranai
ikanakerjanaranai

ipanagenaNne‑Ndaganaa
‑NEBANARANAI

iganakerjanaranai

ikanaibanaranai

uoanebanaranai

1ganagerJanaranal

eganebanaranai

ekanakerjaanaranee
ikanakerjaanaranee
iganakerjaanaranee
ikaneekerjaanaranee
iganeker'aanaranee
ikanakerjanaranee

ikanebanaranai

iganebanaranai

eganebanarane
iganebanarane

ikanakerjaanaNnai

eganebanarane
eganebanarane‑zu
iganebanarane‑sika

ikanakerjaanaNnee
ekanakerjanaNnee

iganebanaranee
iganebanarane

iganakerjaanaranee‑Nda

eganeebanaNnee
iganeebanaNnee
eganebanaNnEe
iganebanaNnee

iganagerjanaNnee
ikanakerjaanaNnee

iganagerjanaNnee
iganageranaNnee
iganagerenaNnee
‑NAKJAANARANAI

#mxndiu(fige1･atfimAntiioff;)

ikanakjanaNnee

eganebanaNnee
iganebanaNnee
eganeNbanaNnee

ikanakjaanaranai
jukanakjaanaranai
ikanakjanaranai

eganeebanaNnee‑
sukee,seede

iganakjanaranai‑kara

eganebanaNne
eoanebanaNne

ikanakjaanaranja‑zo

ikanakjaanaranee

ikanebanaNne

iganak'anaranee
jukanakjaanaranee‑joo

iganebanaNne

ikanakjaanaraneja

ekanebanaNne

ikanakjanaranee

eganebanaNne
iganebanaNne

ipanakjanaranee
ikanakjanaranee‑dapa
ikanakjaanarania
ikanakjaanaNnai
ittekonakjanaNnai

iganebanaNne‑de
iganebanaNnee
ipanebanaNnee
eganebanaNne
iganebanaNne
eganebanaNne‑oe,zja,
haNde

iganeganaNnai‑Nda
eganakeanaNnee

eganekeanaNnee

ittekonebanaNne‑garana
ioanebanaNne‑waa

ikanakjaanaNnee

eganaganaNnee

eganebananee

ikanakjaanaNnee‑ga

eganebanane
iganebanane

jukanakkjanaNne

eganagenaNne
enanekkenaNne
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AMEZJATOI
AMENANDATOIJO

AEDATOJO

詳細図見出し

対艦掴
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amezjatoe
amedadatoijo

245
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amedato oo
amedat。jo
amedado

Ooo

amedado

o

amenaadoj。

AMEDATOJA

245
245

AMEJATOJA
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AMEDATOJUTTA

245
245
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AMETOJUUTETA
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AMEZJAI

245
245
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245
245
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amedatojuu−zo
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○

o

o

●

≠高PJaNCON−rOO
amedazo−a，ja
・
peZJazO

amezjazO一

A囲JAI
AMEZJAJUU

AMEZJAIJORU
ANEDAJUUTORU
AMEJAJUUTORU
AMEJAJUUTEITA
AMEDAJUUTOTTA
AMEJAJUUTOTTA
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244
245

O

a皿ezO−na
ameda N daho−nee

amedai−waanasi
●

●

．

≠高?yJa1−WaanaSl
，

．

≠高?ia1−wa
，

●

≠高?yJa
，

●

≠高?嘯ial

，

WaanaS1

uu−ga
o

oru−noo

amedajuutoru−dee
a皿e

＝f 浮浮狽盾窒普￨wa

amejaOuuteita−de
ameda

uutotta−dee

ame● ＝f 浮浮狽盾狽狽
ame

無回答

o

amedatoetta−zo
ametojuuteta−do

≠鰍浮浮狽盾狽狽＝￨zo，de

無回答
無回答
無回答
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･･･
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ari n adogozarisita
268,269 arigadogoz e e su
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･･･
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･･･
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GOCISOOSmoEGO

na N,nee noo

ZANSU

sumana N da‑naa
･･･

sumanaNda

･..

sumana N da‑nee

gossoosaNdegozai

masu
268,269

goccosaNdeozaNsu
･･･

geccosaNdegozaN

su

ooccosaNdeozaNsu
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X5(
tsEpa(27o)nuv

GOCISOOSAMADEGOI

Nrsmepa

268,269

su

GOCISOOSmoESU

GOCISOOSmoEJA

rlo b fo st

5i 267‑270pa)‑5
tsapa(27o)nuL

#tapanthU(268,2691;;kfigi1)

onoossaNdenoisu
onossaNdeooisu

268,269 gocisoosamadesu
gocisoosamadesu‑ne
･･･ gocisoosamadesu
goccosamadesu‑ne
gossoosamadesu

NIHEEDEEBIRU

NIHEEJAIBIN

gocisoosaNdesu
gocisoosaNdesu‑naa
gocisoosaNdesita
gocisoosaNdeN
･･･ gocisoosaNdesu
･･･ goccoosaNdesita
goccosaNdesu
goccosaNdesita
gossosaNdesu
･･･ goccaNdesu

NIHEEAJAAITAN
NIHEEJUU

opoosaNdesu
ooossaNdesu

TANDIGAATANDI

268,269 goccosaNdejasu

MIHEEDEEBIRU
MIHEEJUU
MIHEEDIROO
KAHUU

OKAGESAMtU)E

SITEMORATTE

Mfi#Npa

niweejabiiN
niheejaibiN
niheeeebiitaN
268,269 niheeajaaitaN
268,269 niihai'uu
･･･ niihaijuu
niipaajuu
268,269 miheereebiru
268,269 miihaijuu
268,269 miheediroo
kahuusi‑doo
267

267
267
267

su

GOCISOO

GOCISOODEGOZAIMA
su

GOCISOODEGOZANSU

268,269 goccora‑noo
gocoda‑nesi

goocoda‑noNsi
268,269 goccodeozaimasu
gocodegozaimasu
268,269 ogoccodegozaNsu

JOOKOSO

267

267,268,269$‑,Ei,B.

267

joosassjatte‑noo
joosita‑'a
jookoso‑naa
･･･ jookoso
uresigatta

tootuanasi
itosioe‑nii

268,269 gocisoodegowasu

mottainee
otomasii‑koccjanaa

occoodegowasita
268,269 goccoodegaNsu
268,269 ocisoodesita
268,269 gocisoodejasu
ocisoodejasita
occoodejasu
goccodeejasita
ogoccodejasu
itadakimasu
267
･･･ itadakimasu

･･･

‑‑
.･. osorelrlmasu
osoreirijasu
･･･ cjoodaisimasu
･･･ c' oodaiitasimasu
･･･ cjoodaisite
･･･

sitemorawaNdemo
ikimaseN
･･･ ikaN‑zone,njaimo
･･･

goneNgairimasita
goneNgairimasite
goneNnolrlmaslta
･･･ goneNnoirimasita
goneNnolrlmaslte
･･･ goneNniirimasita‑

edaJniirimasita
icukotonasini

noo

･･･

‑‑.
‑‑.

.･･･erane‑jazu

osewasite‑noo
･･･

267

NIHEE

267

ocukaresaN

kainaNnokaa
kiocukawasete
kicukasesita
･･･ kinicukerarete
･･･ komaru‑naa
･･･ sinaidekudasai
･･･

goneNneemasita
JAKKE

meNtasi

･･･

edadagijasu
267

meNbokunee‑naNsi

osoreirimasu

edadaimasu
GONENGAIRIMASITA

sitemoratte
sitemorote
･･･ siteokurete

･･･

joo'aNsatta

gocisoodeowasita

ITADAKIMASU

okaesamade

267

JOOSITA

ogoccodegoziNsu

GOCISOODEGANSU
GOCISOODESU
GOCISOODEJASU

s1tikapuu
sidigapuu
taNdigaataNdi

･･･

ooccodegozaNsita
GOCISOODEGOWASU

#rapmneU(268,269emaa$l)

268,269 nieedaibiru
nihweedeebiru
niheedeebiru
268,269 nihweejaibiitaN

gojakkesama
jakke‑nee
nihwee
nihwee‑doo
nihee
nihee‑doo
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･･･

siNaikaketa‑naa

･･･

siatte

･･･

sorewa

R5(
nEou(270)fiflU

nfiftme

267,268,269Swa

267

rfobrbS851 267‑‑270pa)‑6

#Npama(268,269ttdk6}gy)

sorea
koramaa
･･･

dai N narnunu
･･･ doosube‑nesu
goteeneeni
･･･ goteeneeni

･･･ oteeneni
･･･ goteineini
maanisiteojari‑ja

muzjopeni‑naa
morattoku‑'o
moratte
･･･ moreeitasite
･･･ murattebakkade
･･･ morooteiccjokoka‑
･･･
･･･

nomai
･･･ itadaite
･･･ taboorari

.
eenonl
jokatonii
268,269 ･･･ mottainoo oza N su
･･･ k'oos'ukudesu
･..
･･･

.
aNmarlgozaru

omejatnoNda‑naa
z' oosa' atta‑oai,wai

sogaNmamadesite
oteeneena‑kotodesu
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第5集の参考話者一覧
1．ここでは，主たる話者以外の人物（同席者，その他）の回答した語形を地誌に（補助符号付きで）採用したとき，
あるいは地図には採用しなかったが，「資料一覧」に回答語形や注記を載せたときの，その人物についての情報を記
載した。

2．情報はあくまでも調査者の報告によるもの（一部に，後日センターの問い合せにより判明した事実を含む）であ
り，氏名不祥の人物もある。

3．a〜eは次の内容を示す。
aは氏名（かっこ内は主たる話者との関係。なお，「女性」と報告のあった者については，その旨を記入。
＊を付した者はその参考話者の回答語形を地図上に採用したことを示す）。

bは生年（西暦の末尾2桁，19〜年），あるいは調査時の年齢（年齢の場合はかっこに入れて示す）。
cは出身地，現住所など。
dはよその土地で生活した期間（月数または期間）。
eは職業，その他。

0776．88

a．安井百七

1718．71

a．（妻）

e．羽幌町教育委員会社会教育指導員

c．秩父別町出身

1942．62

a．庄林政治（第1調査票の話者，第1集解説書「調査地点・話者一覧」を参照）

2751．10

＊a．高橋喜代治（第1調査票の話者，第1集解説書「調査地点・話者一覧」を参照）

3760．57

a．

3772．61

a．渋谷ツヤ（妻）

4658．69

a．渡部佳一

c．小国町出身

4676，57

a．渡辺常蔵

b．

a．小林常蔵

b．（71）

（妻）

b．

（60）

c．秋田市下北手出身

b．（24）

（69）

c．蒸飯田村祓（現仙南村）出身
e．紹介者，小国町教育委員会勤務。

e．魚屋

4715．52

同席者がいるらしいが詳細は不明

4721。45

50歳台，70歳台の同席者がいるらしいが，以下不明

4735。32

a．（息子）

4746．21

a．（息子の嫁）

4752．94

a．（妻）

5463．73

a．高梨武彦

b．12

5548．55

a．長瀬一郎

c．八尾町上新町在住

5574．80

a．青木捨夫（知人）

5586。56

a．（妻）

c．和泉村後野出身

5615．20

a．（妻）

c．十日町市高山出身

5631．78

a．清水千寿子（娘）

b．27

5652．74

＊a．召田義雄

c。田沢生れ

5653．33

＊a．滝沢袈裟勝

5653。96

＊a．小林貢

5662．78

＊a．宮下太助

5670．47

a．忠地愛子

b．

（25）

c．石巻市新中里出身

c．牡鹿町小淵出身

c．旧福岡村深谷（現白石市）出身
c．西郷町東町在住

e．元教員

e．越廼中学校長

b．04

b．08

e．小学校教諭
d．なし

c．真田生れ

b．1897

c，滝原生れ

b．01

c．上和田出身

b．33

d．72

c。古宿生れ

e．農林業

d．なし

d．48
d．36

e。両親とも真田町出身

e．父滝原，母小諸出身
e．両親とも当地出身

e．村役場勤務

一678一

＊a．忠地まつの
5671．77

a．小沢良一

b．06

（妻）

b．08

c．古宿生れe．再調査の際の話者

c．飯沼中村出身

5675．77

a．

5679．04

a．鈴木義次

5690．28

a．堀田満寿野

5761．80

a．（妻）

5762．82

a．中村三郎

6277．12

a．平山純作

6374．58

a．（妻）

c．大日比区出身

6398．07

a．大岡昇

b．12

6437．94

a．（妻）

c．佐用町円応寺出身

6485．58

a．（妻）

b．（61）

6495．07

a．伊賀正法

勤務

d．なし

e．農業

c．藤倉馬上出身

c．八千代町出身

e．紹介者

c．上松町西小川高倉出身

e．履き物商

c．千代田町出身
b．

（中年）

b．03

c．旭村勝下在住

c．豊玉町体位出身

c．大島郡大島町出身

e．紹介者，中学校教諭

d．144

d．15歳まで大島，その後は山口市，大島町，光市などに

e．元教員

b．12

c．国分寺町大字福家字隠谷出身
c．造田出身

6519．90

a．

（妻）

c．瑞浪市土岐町出身

6527．20

a．

（妻）

b．14

6531．61

＊a．中道馨

6539．22

同席者あり。詳細不明。

6545．31

a．吉田章三

6548．53

a．（妻）

c．東五城小字仁井出身

b．14

b．10

a．朝日昇

6557．65

＊a。内田辰男

6573．32

a．

6610．08

a．馬車郎

d．北土山出身

d．36，ほか冬季出稼ぎ

e．町教育委員会社会教育課主事

c．桜井村小川天神出身

b．8

6552．80

d．小5〜20歳まで岡崎

c．安城市小川町志茂出身

b．12

（妻）

c．篠山町曽地中出身

b．（34）

a．鈴木梅吉

e．話者とは従兄同士

e．元中学校長，琴南町社会教育指導員

c．船場で生育

b．16

d．16〜21歳まで大坂

e．幼稚園・小学校以来の級友

c．南知多町内海東端

d．3

c。高取町谷田出身

b．26

c．下清内路生れ

e．役場教育委員

a．桜井伴（第1調査票の話者，第1集解説書「調査地点・話者一覧」を参照）
6620．15

a．熊谷彰

6621．07

a．草田礼子
a．

（女）

b．99

c．近くに住む

b．43
b．23

e．教育委員会勤務
e．詳細は不明

6623．54

a．新庄繁作（話者の養父）

6629．13

＊a．丸熊二（第1調査票の話者，第1集解説書「調査地点・話者一覧」を参照）

6642．32

a．西村確

b。01

a．守谷浜吉

c，川根町家山生育

b．03

a．岡松伝一郎（話者の父）

6656．31

a．山崎助雄

6720．23

＊a．黒川良一
a．杉原通敬
a．

b．16

b．18

d．なし

b．97

c．稲取田町在住

b，16

（話者の父）

d．なし

c．川根町家山生育

6642．57

7305．22

b．97

e．船員として外に出ることが多かった

c．久留里市場在住
c．安住在住

d．21歳〜22歳東京，27歳〜30歳ラバウル

d．14歳〜21歳東京，21歳〜29歳満州

e．勤め人

c．住吉在住

7308．05

a．上原金次

7331．32

＊a．藤原スミエ（妻）

b．10

7339．04

a．

（妻）

b．29

7353。43

a．高村辰男

b．14

c．岩国市岩国生れ，10歳で大島町西屋代へ来る

b．23

c．三瀬村神有生れ

d．なし

c．川永田（隣地）生れ

c．赤馬場生れ，19歳のとき大阪へ，昭和21年より南小国へ

一679一

e．大工

a．高村繁子

b．25

7373。31

＊a．小田亮三

7373．99

a．田上義之

7392．76

a．

7395．63

a．土田芳美

（妻）

b．01c．秋津町秋田生育
b．22

b．20

b．

a．原田ブイ

b．

8303．39

a．

b．19

8303．70

＊a．山本実

8306。52

a，（妻）

a，橋ロシズ

e．農業

e．神主

c．大字鬼神野在住

（67）

b．03

c．大字神門在住

e．元教員
e．商業

c．社務所住人

c．球磨郡上村出身

c．人吉市矢黒町生育

（63）

a．金丸巧（隣人）
8363．82

c．矢部町中島出身

（82）

b．17

b．

d．なし

c．中津道出身

b．（62）

a．国延正一郎

（妻）

c．小国町出身

d．120

e．農業

c．川南町（隣町）出身

b．（56）

c．都農町字南新町在住

c．大根占町生れ，4歳で田代町麓へ

一680一

d．144
d．72

第4集までの正誤表
【方言文法全国地図解説1】

p．17左10行

「手紙を書いた」の言うときの→「手紙を書いた」と言うときの

p．55（岩手県）3757．18，p．77右7行3757．18岩手，その他の3757．18→すべて3767，18に訂正。
p．69

（山口県）7308．05と7308．37の情報（調査地点名・話者名・調査者・調査年・調査票・
A・B・C）はすべて入れ替える。「解説」文中，「資料一覧」（文章による注記も含む）に関しても同様である。

p．74

（鹿児島県）0294．66大島郡和泊町手々知奈→手々知名

p．4325．「酒塑（好きだ）」の一4行目7366．87〈iは主格の助詞で，→（iは主格の助詞で，
p．4337．「おれを（連れて行ってくれ〉」の4行目4715．23〈その中からとくに自分を連れて言ってほしい〜〉

→くその中からとくに自分を連れて行ってほしい〜〉

＊「解説」の中に出てくる地点

3757．18は→すべて3767．18に訂正
7308．05は→すべて7308．37に訂正
7308．37は→すべて7308．05に訂正

【方言文法全国地図解説2】

＊「解説」の中に出てくる地点

3757．18は→すべて3767．18に訂正
7308．05は→すべて7308．37に訂正
7308．37は→すべて7308．05に訂正

【方言文法全国地図解説3】

p．242022896〈否＞005si：raη多→s1τraη多
p．244024731〈仮1＞079k

u：bba新，

k

u：bbo多方，

k

u：bbaja→k

baja
p．260125059＜終＞025nui

O→×nui

O

p．281207698＜終＞028sizuka共注→∫izuka共注
p．303364973＜連＞030ta

g

364973〈命＞036ko

e

mon注→ta

t∫ake，

ko

p．315372549〈使＞076k∫1sase働注→kg
372668＜否＞005×ma
P．318373414＜過＞040gas

g
l

asen缶：→ma
ta→das

i

9田mono注

t∫ake：を削除

i
g

saser山注
asen記【

ta

p．319373603〈否＞007kagane・→kaganB・
p．328375718→376718

p．332376624〈て＞057taヒe：k薗domo→taヒ巳：domo
p．343379249＜過＞056∫i

dzu

p．355465869＜連＞030ta

e

p．366469792＜推＞067カクタ

g

7

Q

kadatta→∫i−dzukadatta

mono→ta

一ベー→カク

ダーへ

g

e

mono

一

一681一

u：bba新，

k

u：bbo多方，

k

u：b

p．374471460＜過＞045toe

d

a→toe−da

p．375472145＜命＞03209iro→09iro
p．384475376＜否＞012agine：
（p．385）

＜使＞077ageraGe四→agera∫er凱
く仮1＞082ma

p．399

553777

→a91ne：

＜意＞062

senna

g

a

g

N

→

ereba→ma

sennara

g

a∫ereba

N

p．406556512〈否＞010タラン→カラン

p．430562394＜意＞065kaヒ。：→kako：
p．439564229＜否＞OIO

kanne誘古注→×kanne誘古注

p．459567318〈推＞070takakaroina注→takakaroina＝注
p．479571029＜仮1＞081ke

g

eba→ka

g

eba

p．483573061＜終＞020∫1ru注→x∫ir田注
p．489576180＜否＞009kasan曾

：注

〈命＞038ma
く過＞047ke

→kasan皐

【誘注

Vasero誘注→maYasero誘新

t

oba∫導ta→ke

t

oba∫靴a

，

p．490576282＜終＞028∫itsΨkada→∫1tsΨkada
p．491577136〈推＞069skka∫1nn
p．491578084＜終＞028∫idsu

g

e

l→×skka∫Inn

ada→∫idzu

g

e：

ada

p．494626709〈推＞070take＝jaro：注→xtake＝jaro【注
p．496633906〈仮1＞083sinurja多，

sinja＝→∫inurja多，∫inja＝

p．501636625＜仮2＞090シズカナケリヤ，シズカケリヤ→シズカナケリャ，シズ加リャ

p．508638598＜推＞071∫id3uka
p．513

640743

＜否＞010

kara

N

d

一＞

3

aro：→∫idzuka

kare

d

3

aro：

N

p．516641131＜過＞048deta多→aeta多
p．517641287＜仮1＞083sinorja多，
p．521641854＜否＞005makasene

N→makasehe

p．523642049＜仮1＞083slnja：多，
p．532643655

649718

s

i

N

norja：誘多→∫inja：多，∫inorja：誘多

＜意＞062ショー→ショー

p．561649507＜連＞031シスガナトコシ
p，562

sinja少→∫inorja多，∫inja少

＜否＞005

sansa

N誘

ヤ誘→シズカナトコジャ誘

一一＞

sasa

N言秀

p．563649757＜命＞036ki：誘注→×ki【誘注
p．572651541くて＞057kako：te→tako＝te
p。595655322＜命＞039kaku注→×kaku注
655476くて＞057kakote→takote
p．620660352＜仮2＞086kulud

3

a【少→kulud

3

a少

p．627661589〈過＞045期目ida→toi七a

p．628661788＜命＞039kakasro→kakasero
p．638663521＜過＞049mak∫ita誘→maka∫ita誘

p．646665140＜終＞017meru→neru
p．652670004〈意＞0600bibe：誘多→okibe：冗多
（p．653）

＜仮2＞088k町田napa，

k願r田dara誘→×k町田nara，×k町田dara誘

p．667728424〈受＞073saruito注→xsaruito注

一682一

p．669730805→730837
730837

→

730805

p．693736687＜命＞033∫りka→∫eOka
p．702738647〈命＞0320ki：注→ok
739070＜連＞031シス

カカトコロ→シス

i・注

カナトコロ

p．723744102＜意＞064ko：多→×ko：ka，

ko：jo，

ko：多

p．734751369＜受＞073弛レル→シャレル

p．737765931＜推＞068k町田no：wa新，

kulno

l

wa古の次のk町田no：wa新，kwno：wa古は削除。

p．746831452＜受＞072kutto→×kutto
p．753833436＜受＞072kitemorauto→×kitemorauto
p．754834232＜過＞055takakatta→takekatta
p．768022896にく注〉を追加

021〈？ak
？ak

isaτrjuりは自分のことについて認める場合に言う。
isaτrjuriは他人のことについて飽きている状態を言う。＞

p．771027597の047「（誰が」蹴ったのか」は→「（誰が）蹴ったのか」は
p．781

375718一＞376718

p．824730805→730837
730837

→

730805

p．825733132に〈注〉を追加
028（シズカという語は当地では使わない。gissora：ttoaruと言う。）
p．833831372にく注〉を追加
066〈kakaseJl

Jlaは「書かせなくては」の意。〉

＊「解説」の中に出てくる地点

3757．18は→すべて3767．18に訂正
7308．05は→すべて7308．37に訂正
7308．37は→すべて7308．05に訂正

【方言文法全国地図解説4】

p．15−9行

e僧侶・神宮→僧侶・神官

一3行
p．33

特例として採用した者である）。→特例として採用した者である。

（鹿児島県）0294．66大島郡和泊町手々知奈→手々知名

p．445653．33＊a．滝沢袈裟男→滝沢袈裟勝
p．456521．20の前に次の参考話者を入れる。
6495．07a．伊賀正法

b．12

c．造田出身

e．中学校長定年退職者，琴南町社会教育指導員

p．46p．768022896にく注〉を追加。→021〈注〉を追加。
p．825733132にく注〉を追加。→028〈注〉を追加。
p．66右12行

「〜ジャー」「〜チャー」ような形を→「〜ジャー」「〜チャー」のような形を

p．124右一8行

3754．59［nnja

p．143右一16行

［フ］の子音が無声化→［フ］の母音が無声化

p．156左4行〜5行
p．216左2行

ar山］を追加

記号→語形

不採用とした。。→不採用とした。
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p．226左一6行

併用回答［dekiru1］に→併用回答［dekir田］に

p．314右一5行ki……（Y）→
p，315左20行

配）

daa……左向きの1本鍵線→左向きの1本上鍵線

p．391173928＜可能表現＞212xjomiz町aina＝kurak㎝te→×jo皿iz町aina：k町ak耽e
p．412279225＜可能表現＞211jom曲nee

9曲nata→×jom曲nee

9山nata

p．424373577＜可能表現＞214kglre：n田lwa→kgire＝nお【wa
p。432376624〈可能表現＞214kiNnowaden

e田ηa→klNnowa（mada）den

e田Oa

p．466475376＜可能表現＞211jom職na誘注→×jom田na誘注

476053＜否定表現＞1961ηanede→iηanede
p．467476311＜可能表現＞210jom田90tode

ja【，

91n巳ja：注，×jom田90to￠an

e

ja：誘→jom㎝90tode

×jOm田90tOganeja：誘注

p．494562394＜過去・回想表現＞230masa

N

suka

p．534633906＜可能表現＞213jomeru，

jomareru→jo【jomeru，

l

l

i→Lnasa

g

p．609658330＜可能表現＞213jo

ine

i注，しtaka

p．496562911＜可能表現＞216kirukodowade

N

wa→kirukodowa（mo【）de

sukaし注，しtakaし
g

ine：wa

jo：jomareru

jomeru注，×jo：jomeruwa注→jomeru注，×jomeruwa注

p．635672023＜可能表現＞211jomeddappe注→×jomeddappe注

p．669740015＜可能表現＞221xdekir㊤1→×deker記【
p．677743361〈可能表現＞213×jomereru，→×を削除
p．705931346〈否定表現＞203，nakattaを削除
p．7356559．45210〈jomieNは何か勇気をふるって読むことがない場合。〉
→〈jomieNは何か勇気をふるって読むことができない場合。〉

一684一

g

i

n

e

【地図】

＜第1集＞
11ビールは（飲まない〉
地図
12

3726．68

（紺）→

→（紺）一尋

酒は（飲む）

地図

3791．09

（紺）v

を追加

＊「地図」の中に出てくる地点の記号は

3757．18は→すべて3767．18に訂正
7308．05は→すべて7308．37に訂正
7308．37は→すべて7308．05に訂正

＜第2集＞
64開ける（終止形）

凡例
70

1列目一7行？akiiH→？aki：N

する（終止形）

地図

8354．30（茶）

○

→（茶）▲

74見ない（否定形）

地図

275L10（水）、

→（水）噸ノ

78任せない（否定形）
凡例

1列目一8行ma

g

a∫ene，の次にma

g

a￠ene，を追加

＊「地図」の中に出てくる地点の記号は

3757．18は→すべて3767．18に訂正
7308．05は→すべて7308．37に訂正
7308．37は→すべて7308．05に訂正

＜第3集＞
106起きよう（意志形）
凡例

3列目15，16行okiruzo，

ok

I

ruzo→okirudzo，

ok

l

rudzo

3列目17行oYiruzo→oYirudzo
3列目22行091rudoを削除
107開けよう（意志形）

凡例

1列目一25行＜agezja＞→〈agedja＞

108寝よう（意志形）

凡例

3列目一7行〈neNnaN−naa＞→＜neNnaN−na＞

109書こう（意志形）

凡例

1列目一15行Nkajaaを削除

112書くだろう（推量形）
凡例

4列目一13行くkacjurapa呂i＞→＜hacjurapazi＞

地図

地点6472・37

（茶●茶）圏口

アへ

→（茶・紺）□

1■

一685一

地点8345．84（茶）◇

→（茶）口

113来るだろう（推量形）

凡例

1列目一25行zjajo，→zjajoo，

3列目一23行daiを削除
119

書かせる（使役形）

凡例

2列目20行くhaka

41＞→〈kaka冬D

120来させる（使役形）

凡例

2列目一15行klra∫e【を削除

地点

6700。97（水）▲

→（水）▲

124書かせよう（使役意志形）

凡例

2列目一29kaga∫卿。一を削除

127任せれば（仮定形1）

凡例

1列目3行makaseleba，の次にmakaser￠baを追加

地点

5648．97（緑）W

1列目7行magasergba，を削除
→（緑）r■

129死ねば（仮定形1）
凡例

1列目一2行sinja，を削除

3列目22行sinorja，を削除
131

すれば（仮定形1）

凡例

1列目8行sure

N

ba，を削除

132起きるなら（仮定形2）

凡例

5列目一9行く09iNba＞09iNba→〈09iNba＞09iNba

133書くなら（仮定形2）
地点6700．04（赤・赤）●■→（紺）N
134来るなら（仮定形2）
地点

6416．59（榿・榿）g4

→（燈・榿）9▲

144高いなら（仮定形2）
地点

へ

3777．19，4689．11（茶・茶）0（⊃

→（茶・茶）ゆθ

145静かだ（終止形）

凡例

2列目12行＜sizukazja＞の音声内容にsidzukad

3

aを追加

146静かな（ところX連体形）
凡例

3列目一5行〈turiiuri＞→くturiiur

D

147静でない（否定形）

凡例

1列目3行∫1dzukadenaiを削除
4列目一17行＜Ngjaamas

l

munu＞→＜Ngjaamaサ1munu＞

149静かだろう（推量形）

凡例

5列目一17行くsizukanaroo＞の音声内容に∫idzukanaro：，sidzukanaro：を追加

6列目4行＜4zlkasare＞→＜畢14kasare＞
150静かなら（仮定形2）
凡例

3列目17行くsizukasa

Nboo＞→＜sizukesa

Nboo＞

5列目21行＜sizukazjattara＞の音声内容にsidzukad

一686

3

attaraを追加

＊「地図」の中に出てくる地点の記号は

3757．18は→すべて3767．18に訂正
7308．05は→すべて7308．37に訂正
7308．37は→すべて7308．05に訂正

＜第4集＞
152行きはしなかった
凡例

4列目一1行＜ikjaasena

N

5列目2行〈ikjasena

do−jo＞の音声内容にikja∫enado一を追加

N

daa＞の音声内容にikja：∫ena

N

da：を追加

5列目20行くikjaasizjatta＞→＜ikaasizjatta＞
6列目一18行くiddomose

N

zjatta＞→＜iddomase

6列目一21行目に（緑）⇒しくikaase

N

N

zjatta＞

zjatta＞ika＝∫eNd3attaを追加

地図8324・4・・水・緑・、臼』→・水・緑・倉
154行かないなら
凡例

5列目一4行くika

Nkinee＞→〈？ika

Nkinee＞

161見はしない

凡例

2列目14行mija∫en→mija∫eN

162来はしない
凡例

3列目一19行kon記：→kon田一

地図645・・98㈲V→（水）7
166

いや，有るよ

凡例

1列目1行ar

地図3754・59（赤

ujo，の次にalujoを追加
赤）回↑→（赤）昌の単用とする

168降ったら（おれは行かない）

凡例

1列目2行φureba，の次にφUrebaを追加

174読むことができるく状況可能〉

凡例

1列目一12行jom蘭90dode

g

i

ru→jom苞90dode

91ru

175着ることができるく能力可能〉

凡例

1列目一30行klru90doade91Nηaa→kirugodoade91Noa：
1列目一19行kikkodade

g

i

ruを削除

地図4752・・4・水・緑・緑・繭→・水・緑・緑・匂㊧
177起きることができる〈状況可能〉

凡例

4列目1行くukiraidu§D→＜ukirardu§1＞ukiraldus

i

4列目一6行ogiNn1g＝を削除
178来ることができるく状況可能〉

凡例
185

4列目14行＜kuuraiu

1＞の音声内容にku＝raru喜を追加

着ることができるく状況可能〉

凡例

2列目一13行＜kirarene＞の音声内容にkirarene，k1rareneを追加

凡例

4列目一27行〈kiin巳ε〉の音声内容にki＝ne2を追加

188

行ったなあ
へ

地図2734・06（水●赤）▲4→（水．赤）拳毒
190

いたよ

一687一

凡例

4列目11行（茶）くブ→（茶）〈グ

地図6651．4・（海上に出した）8併用の左から4齪の（水）、→（水）レ
197

いるか

凡例

3列目一23行〈oikaja＞を削除

地図8363．82・練水・爾→・水・水・水・：恥
199散っている〈結果態〉
地図
200

（

秋田沖3678の辺りにある3併用（水・水・緑）△・1トロを削除

散りヨル〈将然態〉

凡例
凡例

1列目一10行tsUsu一→tsUrU一
2列目一23行ts

u

dogoda→ts

u

ddogoda

203もう少しで落ちるところだった
凡例

1列目4行mo：sukog

d￠→mo二sukosid￠

204もう少しで落ちるところだった
凡例

7列目1行〈ocittosita−jo＞→〈occittosita−jo＞

205読んでしまった
凡例

2列目一3行くjoNdemoota＞→〈joNdemoota＞
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