
睦月島方言歌語資料 (1) ｢長生きの秘訣｣

田中 江扶 ･清水 誠治

1.睦月島について

愛媛県温泉郡中島町睦月島(なかはち上うむづきほ)は､松山市の北西の瀬戸内海に浮かぶ､面

積3.5Knf､人口約900人の小さな島である｡島にはこれといって目立った産業はなく､古

くから縞売り (呉服物の行商)で栄えてきたが､現在では､行商に出る人の数はぐっと

減り､周辺の島々と同じように果樹栽培も盛んである(注1)｡

2.目的と方法

睦月島の方言が ｢変わっている｣と周辺地域の人々は言う｡本稿では､睦月島方言を

調査し､何が ｢変わっている｣と意識させるのかということを探る作業の-衆として採

録した自然談話の文字化資料の一部を呈示する｡

今回は､方言資料として､僅諺形の提示をはじめ､文法面やアクセントなどの特徴､

また､淡話資料として､ポーズや言い淀み､相づちなどの敦話の展開の仕方や敢話の雰

囲気についても読みとれることを目標として聴き取りを行った｡

なお､この資料についての分析は本稿ではしない｡

3.調査について

話者､杉田クニヨ氏 (女)は､明治35年生まれ｡睦月で生まれ育った方だが､20-60

歳の頃は､行商で全国各地-出かけたことがある｡田中の義理の叔父の母親で､田中と

はこれまでにも何度か面識はあった｡なお､調査者の田中 (男)は1971年生まれ､同席

した清水 (男)は1969年生まれ｡ともに愛媛県の出身で､いわゆる言語形成期は県南部

で過ごし､現在は首都圏に在住している｡

調査は､1996年8月10日､話者のお宅のクーラーのきいた涼しい部屋の中で行った｡

はじめに清水が､単語 ･短文の読み上げによる簡単なアクセント調査を行ったあと､引

き続き田中が行ったインタビューの様子を録音し文字化したのが本稿の資料である｡

4.資料について

田中は､読み上げ式調査と淡話との発話スタイルの違いによる､アクセントの実現型

ー85-



の相違があるかどうかを確課したかったため､インタビューの中で､ ｢花,船,車｣な

どの単語アクセントを引き出そうと画策し､質問文の中にある程度意図的に仕組んだ｡

前半わけもなく急に話題が飛んでいたりするのはそのせいである(R2)｡

文字化に当たっては､全体を13回通りと､個々の箇所については20回以上テープの聴

き直しを行ったが､それでもきき漏らしなどの不備のあることを恐れている｡特に､何

度聴いても分からなかった部分については､おおよその拍数分のⅩ印を付けておいた｡

表記方法は､杉戸清樹 ･沢木幹栄(1979)や､山口幸洋氏の一連の ｢全国方言淡話資料｣

などを参考にしたが､実際は､かなりオリジナルなものとなった｡

◎.一番左側の列

数字は､会話の番号で､発話順にふってある｡便宜的なもの｡

◎.｢発話｣の列

ここは､それぞれの会話の発話者を示す｡

W-･話者 (杉田氏)､T-田中､S-清水｡

◎.｢方言形｣の列

話者の発話については､全て片仮名表記とし､次の記号で説明を加えている｡○は任

意の粕｡

①.0､〇-アクセントの句切れがあるポーズ

⑳.0｡O-アクセントの句切れがないポーズ

③.0,0-ポーズのないアクセントの句切れ

◎.o｢O-上昇 (イントネーション､プロミネンスを含む)

⑤.o'O-下降

⑥.!00- (あくまで相対的な高さでの)中起 (句頭のみ)

⑦.｣00-低起 (句中のみ)

@.0く〉〇･･･全市の途中で､相手の次の会話が開始された位置

また､実現された音声の様子を､必ずしも音声学的にも忠実に反映させたものとはい

えないが､長音について､ ｢-｣を一般的な1拍分の長さを表すものとし､それよりも

短い音相を ｢あ,え,お｣ (小さい文字)で示すことにした｡

質問者 (調査者)の発話については､基本的に特別な表記方法は採っていない｡ただ

し､上記話者の発話についての記号のうち､⑧.は採用｡また､長音についても上記の話

者の発話の表記の仕分け手順に従うほか､ ｢-｣に対して ｢～｣で音調的なゆらぎ (鷲

き･感心 ･納得などの感情を伴うときに現れる､基本的に r上昇して下降｣または ｢下降して上昇｣が

ほぼ1軸内でおこったもの)のあったものを示す｡ また､ ｢､｣はあくまでポーズを示す｡

構文的に ｢､｣が欲しいところでもポーズがなかった場合は付していない｡

このほか､<〇秒>は､会話のとぎれていた時間で､2秒以上を拾った｡その他､敢
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話の展開に関わる注記も<>に入れて斜字体で示す｡なお､(笑)は､笑い｡

◎.｢共通語釈 ･備考｣の列

話者の発話についての共通語訳を普通の字体で､備考を斜字体で表記する｡

共通語訳について､ ｢､｣ は ｢読点｣として構文的に必要と思われる所に打っており､

話者の発話 (｢方言形｣の欄)の ｢アクセントの句切れがあるポーズ｣に必ずしも対応

していない｡直訳に努めたが､一部意訳も混じる｡また､()内は筆者らが行った意味上

の補足など｡○○ rPノ は､下線部の語の共通語訳について､自信がない､あるいは話

者の発音が聴き取れておらず疑問が残る部分｡

注1 面積 ･人口は､ 『角川日本地名辞典38愛媛県』(1982)を参考にした｡他は､話者からのご教示｡

注2 詳細は別稀に放るが､この話者の場合､音韻レベルでは､発話スタイルの影響は見られない｡

引用文献

杉戸清樹 ･沢木幹栄(1979)r育簿行動の紀述- 衣服を買うときの青帝行動｣

『辞座言寄3 号静と行動』大修館書店

作業分担 :録音-田中,本文執筆-田中の構想のもと､清水が執筆

テープ起こし･文字化入力-清水が行い､田中が権藤｡共通清釈-田中･滑水

謝辞 落着の杉田クニヨ氏と､杉田家の皆様にお礼申し上げます｡

文字化に際しては､国立国帯研究所の杉戸掃射先生より示唆を賜った｡お礼申し上げます｡

ただし､本稿中の不備は全て隼者らの責任である｡

(たなか こうすけ･東京都立大学大学院)

(しみず まさはる･東京都立大学大学院)
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睦月島 方 音 統括資料(1) r長 生 き の 秘 朕 ｣ 鼓 音時間24 分 1
港 方音形 共通

聴駅 .肘lT.あの-､小学校はあそこの小学校なんですか. 頗 された/

J､# /=ついT2W.イrエ'イエ●-､rモー-.rズ-ツ'トムコ●-ジヤツ5'ンヨ. もつとず

ーっとむこうだつたのよ｡rタ'テカワッ

?.ン. 建てかわつたのd3T.lrタ'テカワツタ1. 脚 7クせン'FIL,Jr

<.4W. ｢コこ'-. ええ.5T.あーあの-､生徒数は何人ぐらいいたんで

すかb6W

. rコ●コカナr丁. ここかね?7

T.はあい.8W. rイ'マカ

く〉ナr丁. 今かね?9T.いや､あの当時の､生徒数なんですけど.10W.!ソノジrプン■ニワ rF'イブオツ5'ンヨ.

その頃には､たくさん居たのよ.llT.は'く〉-. rjfQリtr

-よノのm倉かタ12W. rエ■-.!ヨ■ンジューニングrデ イオツタ. ええ､四十人ぐらい居た.

13T.ああそうなんく〉ですか∧14W. ｢エ'-.

ええ.15T.はえ～. JJ/=犀L:.16W. !ワ'タシノド-｢キュー'セ-ユーデ モ.

私の同級生といっても､!ヨ'ンジュー

ニンカラオツタ'ケンrナ●ア. 四十人以上居たからねえ○17T.ああ､そうなんですか

.その.そ

の同痕生はまだ偉く〉在なんですか.18W.イーrヤ.モーオラ■ン.ダーrレIモオデ ン. いいえ､もういない､だ-

れもいない.19T. (実)20W. !ヒ'ト､rヨン､rヨ'ンジユ-ナン='

ンオツF'ケドナ'丁. 人､四十何人も居たけどねえ.21T.はい.22W.rモーコンマ■イアイダニシ

ーンダヒトモが ルシケ- ド, もう､小さい時に死んだ人もいるし､｢トシ'トツテ､シ■ンダヒト'モオルゲ -ド

｢ナ一丁. 年をとって死んだ人も居るけどねえ○23

T.あーそうでく〉すか.24W.!ヨ'ンジユr-'ニンカラrQ'エオツタ■ンヨ. 四十人以上居

たのよ､25T.あーなるほど.2

6W.!ド-キユr一一セ-rワ'-. 同級生は○27T.あーなる

ほど.あの今95歳ですよねえD28W. rエ■-キユ'く〉-ジユーゴ. え

え､九十五(歳)a29T.はい.長生きの秘放ってあるんですかb30W.哩 T.rド-'カrナ'T. さあ.どうかねえ. T

;#M-｣好いなbtら31T.何か心当たりでもあったら､是非､Bflかし､廟いたいんく〉ですけ

どb32W.!ナーガイrキ■ノヒケツーユーノワ.!ナ'ンrニ

■モナ'イガ｢ナ- .はあd

長生きの秘朕というものは.何にもないけどねえ.33T.34W. ｢エ■-､!アタシャ､rモー､

マ｢ゴ'ラニモコドモデ ニモ ええ､あたしや､もう､孫たちにも子供たちにも､ヨ●-ユーーチモラウ｢キ'

ンrナ'丁. よく育ってもらうからねえ.35T.あはあ. (

隻)36W.rホイ'テrアゾ タ､ヒ｢ローシジヤツテ､イrチロー■ジ テ そして､あんた､ひろしだつて､一郎だつて､

37W.rミ●ナヨ'-ユーrケーンく〉rナ'.あーそうですか.

みんなよ



話 方 音 形 2共通 】持駅 .

m g44T.

(英)4546W.T. rメ'ガミニ'ンキ'ンナ一T.

目が悪いからねえ.ナ-ン｢ニ■モソガイナモ■ン rシ'ヤーゼ ン. な-んにもそん土もんLやしないb

はあー はpかありました?47W.!ムカシ｢ワ.!ギヨ'-シヨーニイツrクーリシヨツ■タンヨ｢ナ,

昔は､行商に行ったりしてたのよね.4

8T.あ-､海で泳ぐのとかは?49W.!イ'ヤソレrワ!オ●ヨ｢ガ■ン. いえ､(それは)

泳がない.良.QT.あっ睦げないんですか?51W.オrヨゲ

ナイテエーコドモナ●イケド､ 泳げないつてすうわけでもないけど､オrヨ'グンキライジヤ､!オ'ヨrガ ン. 泳ぐの嫌いだから

､泳がない○52T.あーそうなんスか.あー､じゃあの､

ス-ですやっぱ好きな食べ物は魚ですか? rhノの7クせンF紺 さ

えかつたb5354W.T.｢エツ. えっ?魚がやっぱ 達

なんで か?55W.!5'ベrモノ く〉カナrT. 食べ

物かね?56T.はあい.57W.!ダ ベrモ'ンワ｡マ■アサカ､

(好きな)食べ物はまあ､rマ●- カナジヤナ'Tニク'ワヨ-

夕べ'ンキ一ンrナ, まあ 魚だね は ベられないからねえb58T.

あ奴藍jですく〉かrエ■-.59W. ええ.60T.あああの運転の方は

されるんですか. 2kmGの′あのノば鵬61W.!イエ'-

.!ソ●ガナrモノ ガヂキ●ルモ'ンカィ. い-えそんなことはできるものかい○62T.W.T.あー jですかrエ'-.6364 え車は好きな方

なんですか 乗ったりするのf!ノゾ チモラrQ'ンワホイジヤ'キン､ /二在 の7クせンFを きたかつ75.65W. 乗せて貰うのは､だか

ら､66T.はい.67W.｢ヨツ'チ ンラニノシ

テモラウ｢ケ■ドrナ'く〉 .あーそうですか.あーなるほどお. よっちゃん畳ま当 せてもらうけど

ねえ凸68T.あの､島の方はかなりもう､全体知ってます? 隅から隅まで

.やっぱりb69W.rモ'-.!ムーカシノニンケン｢ジャー-キン｢ナ'7.

もう､昔の人間だからねえ.70T.あー､そつスかあ.あー.なるほどお. そ

つス-そうです{2j軌〉

あの-L～ 校とか も行かれたんで か?!チエ-rガツ'コ-イキヤー-セーン.ワタシヤー.

71W. 中学校-は行きはしない.私は○72T

.あ-そうつスか. つス-です73W.rエ●-

. ええ.74T.虹は £ かれたんで か?rイヤス'グハタライ

タエーコト'モナ一イケドナ' .はい7576W. いeLm いたということもないけ ねえ.T.

77W. rヒヤクシヨ●

-ジャッグ ンヨ. 農薬をしてたのよn78T.はつ百姓なんスか一はあ-A 文齢 rJJ.DjJ

J組 監 ス-です79W.オイモツrク､.'タリム'ギツタ■ツ



ニf. 方 音 形 共 通 特 駅 .

好 曹85W.rエーエー-カワツタ.カワツタ. ええ､ええ.変わった

､変わった.86T.

あーそうですかb87

W.rエ'-. ええ.88T.あー. /為 の4､学皮/-脚 </=あa朗 4､報<2g

>あの小学校もなかったんですか?89W.!コ'ノショーrガツ●コ- ,!ム●コノrホ-'ニアツ■テrナ

一丁. この小学校は､向こうの方にあってねえ､rコツーチ.rモツ'テキク■ンく〉ヨ. こっち-持って

きたのよ.90T.あー ーiんで か

｢エ'-.91W. え☆☆☆-Bをgj侶齢 Gすソ92T.あー､ありやあ.☆☆☆､そうですねえ.

あの､船とかは絵構乗ら､乗られました? ろ鮭/のア

クサンFあ好さたかったh93W.｢ブ ネ､r

ナーンノブ ネ. 船?何の船?94T.あそこの､いっぱい船があるんですけ

ど.95W.rエ●-エ'-. え え b

96T.梅出られたり るんですか?船に つて97W.｢ブ ネエノッチ､アノ､ 胎に乗って､あの､

rニーナ'エジヤノユーモIノ｡ヒロ'イニイクrケ一一ドく〉rナ'7. rニー

ナエ｣なんてものを拾いに行ったけどねえ498T.あっ rニーナJですね一ああ､なるほどおbあく〉一.

ニ■-ナ-R99W.ホ｢ジヤ●ケ- ド､!コ'ノゴ｢

ロ'ワソンナ'ンモ, だけど､この頃はそんな物も(拾いに行かなくなつア｢シ'ガワリ'-キrナ■丁､ つた)､足が惑いからねえ､

!コドモ !コドモrラーガ.!ゼツ●タイイカサンr

キ'ンナ.あ二そうですねえ. 子供達が､絶

対行かしてくれないからねえ.下舶 -好い/Tがら100T.101W.rエ■一. ええ.102T.あー､なるほどお

.あく〉-8103W.!ジIプンrワイキダ イキモチワア'ルンジヤケドr

ナ■丁. 自分(で)は､行きたい気持ちもあるんだけどねえdloヰT.

あー.105

W.!イ■カrサン. 行かせてくれない.106T.散歩はさ

れます?107W.rサンボワ､rコノ｡マワリジヤナ'丁.

散歩は､この回りだねえ○108

T.あっ{109W.ム｢コ'イカンrノ'ヨ. 向こう(の方)-(は)行かないのよ｡

イrキ'ヨツタラオコ'Jレンヨムスコガ. 一つでたら .るのよ息子が.110T.

(集).なるほどお.この家は昔

からの豪なんですか?111W.イrエ'イ工､rコノイエ'ワ, いえいえ.この家は(違うの. )

ウ､ウrチ'ノジーサン.!ブ-ンケrジヤ'-キンrナ

. うちのじいさん､分家だからね凸112T.あー○なるほどく〉お.113W.｢ホ■ンケジヤナ

'インヤキン｢ナ.あっそうく〉なんですか. じ 己鹿とユむ皇j_114T.115W.｢エ'-,rホ'ンケワ, ええ､

本家は､!オテラノシ9-こ､rホ一一エア■ルンジヤ

ケ ドrナ. お寺の下に､(下の)方にあるんだけどh116T.あー一117W.!3'ノイ

rエ'ワ.!サ'ンrガ イ.!サ'ンrガ イ. この家は､三回､三回､!サ

'ン｢カーシヨグデ イ. 三カ所ぐらい.118T.あっ



請 方 有 形 共通 陣 駅 .

m g121W.イ｢ヤホ'ヤ､ い

や､だから､!キ'ライrジヤツ'タケン.!ヨ■マく〉｢ナ'ンダrナ■7. いだつたから､耽

まなかったねえ.122123T.あそ ーで生地 ｣と之腰山 弛王威ほでした?ナ-ンコrレワートオモ' モノ'ワ ｢ナ■イナ■.

あーく〉 うですか.W.T. なんだろー こ
れはと.

Lと のは､ないねえ.124

125W.rマ●-. まあ､イrソ■イテアソブ､rF'キグデ イナコ h'ジヤロー'ゾイrナ'7. 最-行

って遊ぶだけ(ぐらい)のことだろうよねえ.126T.あーなゑ旦脳 は追遜 ぴがあったんでi:

か?エ｢-.127128W. えっ?T.昔の遊びと

いいますと.l29W.!ア'ソビ､｢テ､ 並びつて､｢ド■ンナアソピ クテユ'-タテアンタ､ どんな遊びと首つたって遊びといってもあんた､

rモーナ-ンニ■モソガイrナ'イガく〉ナ' . な-んに そんなに.ないがねえo1

30131T.あ

ー そ'2く〉ですか

シrマ'ジヤく〉キンナ'Z:.あ-W. 島だからねえb132T.

133134W.T.!コノゴロ,!3'ノゴロrガ ラアンタ. この頃､この頃

ではあんた､!1'ランrコ'ガア'

ツタリナニシデ リスル'ケ ド､ ブランコガあったりなんかするけど､アノジ｢ブン'ニワ, あのころには､

ナ-ン｢ニ'モソガイナモノ■ワナカ'ツタキンrナ. な-んにもそんな麹はなかつたか

ら2Emaの/■あのJ一甘組 監あー､なるほどお.ああ.今までに､あの楽 しい思い出つてい

うのは何ですか?速足とかたかれました?

!エ'ンソクrワ イ｢ダ

コトナ■ィ.135W. 足-は行つたことがtい1

36T.あそ-_地 あく〉-｢エ'-.137W. ええ.

ロrク■ネン｡ソツギヨースルマ■デ, 六年､卒業するまで､!エ'ンソクrこ.｢イツサ■イイキ '-セン. 遠足に一

切行かなかったb138T. あそーなんスか あーなるほどお｢マ'エナ

丁.ウ｢チ'ノホシテ､ ス-で酌ね､うちの､そして､139140W.r7'イヤシ'ンヤ ジえもエムはく>い あい空ふ占d&鮎 じ あの.

T.141W.T.rシ●ンヤデ イ.ジヤナィ. しんやあい､じゃな

い､マ｢ゴーラワ■ヨ'-.!リヨ'コ-

rニイタグ ド, 孫連はよく旅行に行くけれど､!ア'タシrワイタ●コ トナイ く)!リヨーコ-rこ. 私は̂aつたこ

とない J痕箆に142143 あそーなんですか あく〉-W.!セ'ンrセ-'モツレテイクrヨー■ニオモ- トラrナ'ンダンrヨ 先生も連れて行こうだなんて思ってなかつたのよ.

｣リヨコ-ヤ■ナンカ. 旅行にな

んか.144T.あっ､なるほど○145

W.rエ'く〉-. え146T.あー､そうですよねえ.先生は､ず

つとあの､一人だったんですか?小学校の先

生は､いっぱいいました?147W.!イツ'バイオツrダ ヨ｢オ. いっぱいいたよo

148T.あー孟jですか く〉あ-rエ'-.!ニ■ンゲンガrダ イプ



一括 方 首 形 井i由防 駅 .

好考ああ盤全=の影響はあったんですか. 欄 好-せ.yy-

-.9い励 れなんか垂♯受けたりなん

かしたんですれ151W.!ク■-シユr-.オリエ'ワ,!*'ソロシrカツ'タ. 空襲のと

きには､恐ろしかつた.!マ■ツrマ■ガヤケ'タケンく〉rナ.

松山が焼けたからねえ○152T.あ

っ ここは大丈夫だったんですか?153W.コ●コrワ｣ダイジヨ'-プ.

ここは大丈夫○154T.はあ.155

W.rジャーケド.ヤツ′<'リ､ だけど､やっぱり､rクーシューガアツ'タラ.!が トロrシー'ワイrナ

一丁. 垂襲があったら恐ろしいよねえ.156T.はあ157W.!マ'ツヤrマ■ガアン

タ､F'ンドンドンドン,コ一､ 松山があんた､ト◆ンrント◆ント●ン､こう､rコ'ユヨンナツテ.rフツ'テキ5'キンナT. こんな風になって､旺つてきてか

らねえ∧158T.あーそうでく〉すかd159W.｢クマ'ガ

. 玉が.160T.あー､そ~で ねえ｢ホーイテ,rコ'コニオツ'タラアブナーイユーテ,161W

. そして､ここに居たら危ないと甘うから､｢ヤマ-イアガツテ､ 山-上

がって､162T.あー

.163W.!ヤ'マゴrヤ'イハイツテネヨツ3'ガ. 山小丘に入って寝てたが

ね.16

4T.あ-そうですか.165W.｢

エ■-. ええb166T.あー､

なるほどお. 文頭のr

あのバま独立給B{3秒あの冶婚されたのはあの､何故ぐらいのときなんですか?167W.!ア一夕シカナr丁.

私かね?168T.はい.169W.!アタシ､!ケツ'コンシrダ ンワ,

私､結婚したのは､文頭のrあの｣は独立持○!ジユ'- ハ｢チ

■ジャッグ ンカヤ.170T.あ18歳ですか.ああ

なるほどお.あのお子さん

が10人出来たんですく〉よね.171W.rエ'-

. ええ○172T.

あそうなんですよね.一郎さんが つぱ っ子く

〉で!イ'チrロ'-ガ

スエツコ.173W. 一郎が塞つ千一174T.

あーそうなんスれ あー. ス-です{4秒そうですねえ.

{5秒やっぱ子供は いとやっぱりいい んですか?エ｢-.l75W. えっ?176T.お子さん多いつていうのは.括絶､薬しいもんですか?

177W.rエ●-､マ'ア､ウrチ'ノコ

-ワ､ ええ､まあ､うちの子は､!デ'キガrエ'-ユータラ､rヒト'ワワラウrケ'-ドく〉rナ■丁. 出来がいいといつたら人は集

うけどねえ.I78T.い い空.,とんでもな



LZ-. 方 音 形 共i由防 駅 .J

Wgヨrソ'ノモノド ックリヨrソ'ノモノナニシクリ 余所のもの盗んだり､余所のものにな

にかしたり､1月.41.i.

..漣Akふ185W.!ソ●ガイナコド ワセナ■ンダワイrナ.

そんなことはしなかつたねえ.186T.はあいbあの､一郎

さんは′ト学校はそこなんですか?187

W.イr工､く〉イrヤ､ いえ.いや､188189T,やっぱり元向こうのやつなんで か? 組 度一郎の′

小学校､W.!イチrロー-ノシヨーガツ'コ-.!コーツチ｢ジヤツ■タンカ.!ワ■スrレ●クワイ.ああそーですか､あははつ､なるほど.あく〉

-A こっちだったかしら.忘れちやった.190T.191W.イrヤ.ムrj'-ジヤツ5'ンジヤロ'-rナ'-, いや向こうだったんだろうねえ､

!イ'チrロ'-｢ワ'.

二重旺盛濃蛙192T.

あ-そーですか193W.rL'-

. ええ.194T.あ

ー｡(4g}空掌珪土地 強姦女王すよねnH∴二郎さんは195W.｢

エーく〉-. ええ196T.あれ松山の方なんですか? あJL-｢mき,i,の行った中餓 他 が者

移された.197W.!マ'ツヤrマ'｡ノホ-ィ､イ｢タイ. 松山の方-行ったよ.198

T.あーそうですか199W.rチユーガツ'コ-モアンマリ､スrキ■ジヤナカ■ツタ, 中学校

もあんまり､好きじやなかった､!ワ'タシノコrジ 'キン スrキ■ジヤナカ■ツタイ. 私の子だから好きじやなかったよ.

200T.(

英)201W.トトぐデスシャ'シヨ'ルノガrナ､ 砥部で寿司屋

をしている子がね､2

02203T.W.あっ知ってますrエ--. え

204T.はい.205W.スrキ●ヂナ､ (学校が)好きでね､

206T.はい{

207208W.!ア'レrワ マツ比∠あー あれは 松 のT

.209W.!マ●ツヤ｢マ■ノガツコ-イイカ■シタケド｢ナ. 松山

の学校-行かせたけどね.210T.はあい 凸211W.!イーチrロ'-ワ,イrカ

ゾ ユーテ. 一郎は､行かないといって.rジ'ガキライナ,rホ一

一ジャック. 字が触 ､な方だった212

T.あー魚213W.ウrダ ニ､r='-デモ

エーコトガニテナ●78(隻) 私に似なくてもいいのに似ちやってねえ.214T.

(英) 壁姦ニト′ベもう､しょっちゅう､連れに帰って､あの砥部の寿司は べた串があるんでi:か?215W.rモ'-,!シヨツ｢チユ'-,ツ｢レ'ニモ

ンテ.ツ｢レ'ティンヂ夕べサ■シテモラウキンナ- . 連れていって食べ

させてくれるからねえ○216T.はい.どうですか?おいしいですか?やっぱりb

217W. トrベ'ノスシ'ワオイシ■ィ. 砥あの寿

司はおいしい.218

T.あーやっぱモーですよね -219W.rエ



三T. 方音 形 共通符駅 .

mg222T.あそうなんですか.ああ

く〉-A223W.rエ■-,スシrヤ●シヨ●ル. ええ

､寿司息をしている○｢ソ■コノスゾ カラミ'タラ.rダ イブ､ そ

この寿司と比べると随分､ウrヂ ノイチロ'-ノホ'-､アノー､

うちの一鉢の方欄 Qリ､あの､ヒrロ●シノホ◆-ノスシ●ガオイシーィ. ひろしの寿司の方がおいしい.

224T.そうですよねえ.供も一回食べ

た串あるんですよ.おく〉いしかったですよ一225W.エく〉r-.rオイシカ小一く〉タrノ.

あ供も食べたんですよ. えっ? おいしかつたの?226T.

畑 め′あノば曲bG.227W.
rエ'-. ええ.22

8T.はい. S

./=励 一つTすいませんローカルな話でb229S.いえい

え230T.鮎 おいしいですよね
えrアソコノ.スシワオイ

シイ｢ナ'7.231W. あそこの寿司はおいしいねえ.232

T.はあい.233W.!マ■

ツヤrマ一二､モ,!ナ●ンケンモ, 松山に､何軒も(店を)rモツ'トルケドrナ'丁. 持つてるけ

どねえA234T,はrモ■-､アrlノカタオ'イツイチエ一

一スシ .rナ●イナ●丁.あっ､そうですよねえ.235W. もう､あそこほどいい寿司はな

いねえ○236T.237W.
rエ■-. ええb238T.もうお孫さんももうかなり

元気みたいなんですく〉けど.239W.｢エー-く〉エ'-. ええ.ええ

.240T.そこの小学校ですよね? 歯学LTいる4ヽ学Gを尋ね5.

241W.アrレ'ワアンタ､rヒエ-●マゴジヤ'ガナ. あれは､あんた､

曾孫だよ○242T.それは失礼しま

した.(集)あの相模やられてるんですよね.

243W.エr-. えっ?244T.相模をやつてるつて開いたんですけ

ど.245W.!ス■モーr

ナ. 相撲だつて?246T.はい.相模をやつてるみたいなんですよ.247W.イーrヤ.ソガ_く〉!ソ■ガイナコト｢ワ'セン. いや､そんなことはしない

o248T.あそうつス

か つス-です~249W.ウrダ ニヤ､rイ■マ､rゴ コニオツ■5

'ンワスモーワ､ うちの今ここにいた孫は､相模は苦手だ○!ニ'ガテ｢ジヤ'7.250T.あそうエスか.

エス-です251W.rエ■-. ええ

凸252T.あー､なるほどお.やっぱり､お孫さんはかわいいで

すか?253W.rエー-.rソリヤ.カワイイrナ'アナンポワリ■コトシ｢テ●モ. ええ.それ

はかわいいねえいくら惑いことをしても.254

T.はあい.{来者あク 7紺 柵255

T.いっぱいいろんな人が居ていいですよねえ.256W.エ｢-.

257



請 方有形 共通措駅.

mg259T.あ珪蛙､ええ○すいません､お世召削こなつてます｡ T#粛-弄い/JbTら｡)とMLD/■あだ任/J2.mづちを打tjtLTそのまi い/=#一

Lた畠のA.260261W.T.!イ-rヤ'モ-. いいえ 2".丈 の/為の Jf戯｣如監あの且の子供はだいぶ必

適避盛土三豊たんですか262W.｢エーエー--ツテシ■モチ,

ええ､もう減ってしまって､!ジユ'-プンノrイーチオデ

ンナ一丁. +分の-いないねえd263T.あお己うなんスか｢エ■-.!アタシ｢デ ガオ■ルゴラアンタ､ ス-です264W.

ええ.私達が通学しているころには､あんた.｢シヨーガツ■コ一.ロク'ネンノイツタオリ

'デモ.アンタ, 小学校六年生のころでも､あんた､rダイブオツダ ンジ王ケ- ド､!コノゴロワオデ ン

デ.あーo た

くさんいたんだけど､この頃はいないよb265T.266W.クrダ ニイ'マノ､｢ナ■ニヨ.!コ'ト｢シ､rニ■ネン､ うちの､今の､何が､今年､二年(

坐)､イr

ヤ け'ンネrン'ヨ(鮎 .あ- 三年生魚 い空｣嘉至だよ267T.

268269W.!サーンネンrナ'ライ マrゴ'ガ. 三 生になるのよ孫が.T

.ああく〉-.270W.マrゴ'ジヤナイヒエ-マゴーヨ. 孫じゃない､曾孫だ

よ.271T.あ､ヒエ-マゴ､

ああ. r の7クケンFを庶きたかつたいや､あまり､したことない○{9g
}あの 花とか捜鮎 出 土か?

272W.イrヤ､アマリ､シ

r5'コトナィ.273T.あそうですかb274W. ｢エ'-.

ええb275276277T.は幽W .アノ

｢テ'デ｢ク'ルハナージヤ｢ロ. あ

の､手で換る rはな でしょT.はい278W.!ア'ガrナ'

ンシダ コトナィ. あんなものはしたことない○279T.

ああなるほどおbあー280W.タrダヒヤクシヨ'イツポ'-

チ,千-, ただ農薬一筋で､もう､ミrガ ンサイ出 乙

みかんさえちぎってたら､ 棚 -好 い/Jbtら!ヨ■-ジノ｢ナ'イオナゴ'ジャック

'ンヨ. 用中のない女だつたのよ.281T.あいえいえいえ､あ

あ. 文麿めrbJ一味盆地でもあの梅近いからあの､魚釣りとかしてたんですか? 2kmCの/■あ

の′Jf題_血晩282W.サカrナ■ツリニワ
イrダコトナィ. 魚釣りには 行ったことない283T.

あー恵jですかrエ'-.284W. ええ285T.じゃあ つばら畑仕中で.28

6W.rエ●-. え 一287T

.ああb288W.rエ'-.アノ､

イrブ イ､ ええ､あの､殺-､rニーナ■ヒロイニワrヨ'-イく〉キ'ヨツクワイrナ. い

には よ 往生£辿I..-本来′ですカ-Jbt入atころ289T.あー -.今その

畑はあるんですか?290W.



一括 方音形 共通 幣 駅 .

m g296W.イ｢ヤ,!イ■ロイゲナrモ■ンワックツ'トデ ン.ミrガンヨ. いや､いろんなものは作ってない

､みかんよ.297T.

あっみかんだけ.298W.rエ●-､ミrカ'ンエイヨカン.

ええ.みかんにいよかんをb299T.あっも

らいましたdおいしかつたですd300

W.rホ-●デスカ. そうですか.301T

.Iま-イヒヒヒヒイー. T#m-兵いか tら02W.rコ､rコ､rコ●ガ.

rダ イプオ■ルキンナ'ア. 子供がたくさんいるからねえ.303304T.W._はあ.空っぼり みかん ですか?

エr-. えっ?305T.みかんは好きですか?306W.rI'-､ミrガ ンワ.!キ■ライナrホ●-ジヤナィ. ええBみかんは嫌いな方じゃ

ない.307T.あく〉あ.,08W. !

ヨ■-タrベ■ル. よく食べる.309T.

W.あー､そうですか.なるほどお.{5秒ここら辺のみ 店鹿さんは う二､三軒ぐらいですか?310 rイーエー-.!ナ'ンゲン.｢イツケン､ いいえ

､何軒かしら､一軒?ミrゼ モ､ヒrトーリ､!ダ バコrヤサ■ンガア■ツタケド､ 店も､

一人煙草息さんがあったけど､ソrレシ'ンデシモーテミゼ モ､rヤツ′{'リ. その人が死んでしまって

､店も､やっぱり､シrオ'ヤナンカ.ウリ■ヨツタケンドrナ■丁. 塩なんかを宛ってたんだけどねo

311T.あっ○312W.｢シ■ンデ､シrモ

'テ､!ム■スコ｢デ ワ､ (店主が)死んでしまって､(そこの)息子たちは､!ガツ'コノ｢ゼ ンセシヨ'ルンカ､ 学校の先生

をしているんだか､rナ■ニシヨ'ルカシランガヂ'ティテ. 何をしてるんだか知らよいけど(蒙から)出ていって

313T.あーそうなんですかd

314W.rエ'-. ス.え○15T.昔はもつとお店もあったんですく〉か

?316W.エr-. えっ?317T.お店は昔はあったん

ですか?318W.rエ'- rア'ツタナ一丁.!ジツ■ケング｢デ イ. ええ､あったねえb+軒ぐらい

一319T.あっ そんなにあったんス

か. ス-です320W.rエ'-.

ええ○321T.

はあ～.{6秒22S

.行商で栄えた島ですよね､ここはb323W

.rエツ. えっ?324S.行商で栄えてきた島ですよね.325W.rソー-ヤ｢ナ

'丁. そうだねえ.326S.ここの島は○327W

.rエ'-. ええo28S.行商にも若い頃は行って

らく〉したんですか?329W.｢エー-エ'-,!イツ■トリrマシ'タrヨ.ワタシワモー､ ええ､ええ､行ってましたよ､私はもう､

r='ホンゼ'ンコク.イカントカナ'ィ. 日本全国行ってない所はない.rホツカ'イド-ノホ'-カラナ'く〉丁. 北海道の方からねえb



10
脂 方 音 形 井 i由持 駅 .

m g335W.｢ホシ'テ､rか ミワ アノ､rナこ､!ア'オrモ●リ,あっ､青森ですか. それから､上は､あの､何､青森.3

36T.337W

.｢エ'-. ええ.338T.青

はりんごがおいしいですよねえ.339W.T.｢リー
ンゴオイシーrナ■ .

りんご おい しいねえ340 はあい341W.rリ'ンゴワヨ■-モロ'チタ'ベヨツクワイ｢ナ'7,アソコ

イテ. りんごはよくもらって食べたもんだよ､あそこ-行rリ'ンゴ

ヤロが トユーrキン. つて. rリンゴやろうかJとす うから､ヒrド-

ツrF'キナ●Tユーrテユーrト､ r一つだけね｣とすったら､ヒrト'-ツジヤ｢ナ●イ トツ●ティネユーテナー丁. r-

つじゃなく(もつと)持って帰れ｣と育ってね.342T. (集

)343W.rモーイラy'ユーノ二, rもういらな

いJというのに､rゼ リコンヂ えL地 タガ+'T.

鮎とLilLZjR つてたけどね3

44T.ああなるほどお.あーん､そうでしたか.~商で栄えたんですか8この良く〉f345W.!ギヨ'-ショーrデ.サカエータトコ'ヨ､rコ'コrワ. 行商で栄

えたところだよ｡ここは｡アン､シrマ'ガコンマ'インヤケン.アンタ､

島が小さいんだから､あんた､ツrク●ルモノラワカツ'トルノこ.

畑で iiaのは.たかが知れてるのに.346347T.あーそうですよねえ.W.｢

エ'-. ええ.ソ｢ノ.!ア■タシrデ ガギヨ●-ショーシヨ■ルジ■プン三､ その､私達が行商に行っているころに(

は)､アンタ､イrエ'ンダイブ.!ニン●ゲンオツrダ ケンナ'

7.ああ. あんた､京が沢山(あって)､人も大勢居たからねえ.348

T.349W.rエ'-. ええ.

{3g)350S. 烹敵之コ辻上皇朋 嘘 慮ら

れく〉たんで ..か?ゴ｢フクーモノ.

351352W. :I,.I

S.はあーん ○353W.rエー-.

ええ.354S.なるほどねえ○355T.

結構売れ売れましたか?56W, ウrレ'ヨツタヨ. 売れてたよD

357358T.W.あー

rエ■-. え359エL.W.缶 楽しかつたですか?楽しくはないですか?360 !5'ノrシーイ'ワイrナ■ rモー-ケ5'ラ. 楽しいよねえ､傭けた

ら○61T.

あ二㌔ 儲けたら. 下冴m-労いながら362W.rエーソ'-ヨ,rト●-ジワモ'-､rナ'ンドキナ'ィ. ええ､そうなのよ､当時はもう､いつだつて､

XXXXXXXXX.XXXXXXナ'丁

. 膚きbク不可避363T.あ LL364W.rホ'イテ此 ムrマ■タ3'ニ3:イカ■ントオゼ -テr

+.T. そして､売れるとまた来なきやいけないと.つてねえ.365T.ああ.{4秒行商､何歳ぐらいからやってたんですか?366W.!ワークrシャ

ノ､タチグデ イカラ. 私は､二十歳ぐらいから.367T.あと p歳ぐらいまでや
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m #371T.あ

ー* ほど372W.ホrジヤ'ケン.!リヨ'コ-rニイrゲ イケユ■-ケン､ だから､ r旅行に行け｣

とよく甘われるけど､ドrコ工.く〉リヨコ一三イターンデ. rどこへ旅行に行くのよ

b73T.(英)74W. ドrコソコヤ●ソコワイカ'ン. 滅多な

所-は行かない.375T.あー.76W.rソ■コワイカ'ンユ

'-ンヨナ一T. そこは行かない｣つて宮うんだよねえb377

T.あの外国の方も行ってみたいなあと思ったことあります?378W.イ｢ヤワタシワ■ソレ､!ヨ'-イ

カンrノ'ヨ. いや､私臥 それが行けないのよb379T.あー.

380W.ニrク■オヨー夕べ'ンキンナ'ア.

肉が ベられないからねえb381T.あーあるはど なるほどね

え.そうですく〉よねえ.82W.rエ■-. ええ.83T

.野菜は好きなんですか?84W.!ヤ■サイrワ.rナ'ンrヂ'モタベール. 野菜は何でも食べる｡

!サ'カナrワ.rモ'-.rrt'ンナサカナデ.モクベ■ルダ ードrナ●ア. 魚は.もう､どんな魚

でも食べるけどねえ.385T.あーo386W.

ニrク'テユーモノ'オ､トrリ'ルンデ, 内という物を､(柳 ,イツrサ'イヨーク<'ンrナ- . 一切食べられないものだからねえ○

387T.あーそ出払広ま かrジヤ■キン.ウrヂ ノジーサンガ.日､-リガスrキ■デ.388W. だから､うち

のじいさんが鶏が好きで､rヨ'- トリカーイヨツタン､ よく助を飼ってたんだけど､89T.あ蛙蛙

≦し 乃軌好-好い/Tがら一259tノ野L'貌90W.!イ'チrロ'-ガ､H{'ガ●モイrナン､アノトリゴ

ヤ. -郎が､どうにもならないから､あの籍小鬼(の籍)!?'マゴウrマ'ンヨンナ'ツタキン,I.3'ロスrが ヤノ'-ウチ, を､卯を産まなくなつたから､殺すかとすっ

て､!ソー'ダンシrヨ■ル､｢ナ'丁. 相放してるとね.(じいさんが殺すのを嫌がるからコrソーツ'ト､!ヅ カマrエーテ､ じいさんに見つからないよう

に?)こっそり､緒まrドコエデモゼ ティテ rヤ'リヨツタ
ガナ'2:.あーそうですか.あー､なるほど｡あー､そうなんですか○ えで､どこか-持っていって殺してた

けどねえ.391T.その､日本全国行ってるんですけど､どこが印象深いですか?どこが､なんか､楽しかつたな一つていうのあります?

392W.rソ'-ジヤナ'丁､ そうだねえ､

rマ'-.Ht'コタノシrカツ●トロカ, まあ､どこが楽しか

つたかしら､楽しいつてこともないし､{4秒!?'ノrゾ -テコドモナィ

.!*'ナrソ ーテコドモナィ.(集) 悲

しいつてこともないb393T.あー圭jですれ｢エー-.394W.

え395T.ああ-a96S.主にどの辺り-.

97W.エr-. えっ

?98S.主にどの辺り-行かれてたんですか?399W.

rが モワ､rモ'-､!マ'ツヤマフrキ'ンrワ､ 主は､もう､松山付近は､アンマリ､イカンrノ'ヨ. あんま
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W g403W. ｢ホ'ジヤキン.ナンジ !イ'カン｢ノ'ヨ.あーb だから なんだよ､)

行かないの.

404T.05W.rア-オ′{'-チャンキF'ンカナ-'ユー､ rあー､おばあちゃん､いらっし

ゃい.J(といわれる.)ナrニモツ ト'ルンユーテ.!イ■ワレrルキンートモチナ｡あー r何持つてるの｣

つできかれるからと

思ってねo406T.407W.!イ'カrザツ■タ!マ'ツ rマ'ムイ｢テ'ク. 【かなかつたし塵

辿疲 塵-は408T.

あーそ ーですか409W.

rエ'-. ええ410S.やっぱり本州方面く〉-

llW.エr-. えっ?412S.本州方面ですか?413W.ホrジヤ'-ケニ､rカ●ミワ アノー rトット■]ミノマ連

あ 敵 地rエ'-r

ゾマ ガイチバンヨガ ツタrナ'Z.あ､島根が良かつたんつスか

上は 息M4141∴

415W. え .鹿放 浪 かつたね

つス-で 一416T,17W. rエ'-. ええ.18T.あー､なるほ

どお.{5秒色んな人にと

し空2度鹿渡積されたんですか?そのEl 地でソrラハナースケ ド､アrノ､rナニガ,19W. そり

ゃ指 したよ.あの､何が､!コ

'トr′<'ガワカデ ンノヂ ヨrワ'リヨツクワイネ■工. す が からないから.困ってたよねつス-です420T.

あーく〉そ一つスか.421W.アrノ､｢カ'ミノ､アrレ､

あの､上の､あれ､上は､どの辺 りの音美か しら?青森(の方)一{5秒rカ'ミワ,日{'コrデ ノホ●-ノニンゲ

ンノコ トバ､rアオ●モ リ.422T.あ ｣の方ですく〉か凸

空室3班."rエ●-. え424T.

基地丑425W. rエ

'-. ええb26T.メ-メ-弁く〉ですか○427W.

｢エー-. ええ.!ワ'カrラ'ンノヨホシ'テ､

わからないの､そ して､428T.はあ～

んAく〉(隻)429W. rナ'ンジヤガ ンジヤイヨ●ル ト (相手が)なんだかんだ喋ってると､

ワrタシシラy'カオシ >'ル､ 私が知らん顔をするから､オrJ<'-､オr/<'サrン､ rおばさん､

!ワ'タシrデ ノエーコ'ト.!ワ'カ｢デ ン｢が ユーキ'ンナ､ 私らの音うことが分らないの.Jと音 うか

らね､!ワ'カrラン'ユ-ノ. rわからない｣つていうの.rあんた連

が喋ってること何喋ってるのか､分からない｣つて音 うの.430T.(笑)431W

.!ア'ンタrデ ガエーコ'トナーニイヨ●ルヤラ.!ワ'カラゾ ユー.｢オバサンデ ューテミ●ティヨ■ル.

rおばさん遵喋ってみなJつてす うから､!ワシrデ ガユー'タラ,ワr*'ルカユ'-チエ- ト. r私達がしゃべったら分かるのJというと､

ワrカ'ルテ､ニrホ'ン ニく〉rホ■ンジン. rわかる つて う. r日本人(だから).｣432

T.あ～.433W.!ワ'タシrデ ノユ-コ'トワカ●ルユ-テユ-'タイく〉rナI1. r私達の甘
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.肘37W.rリヨコ-'ジヤナ'インデ. 旅行じ

ゃないのよ○38T

.ああ一一.39W.!ジシンガヨ'-ユツテrナ

'丁. 地震があってねえ.rホイ'デ.rハジメ二十一丁. そし

て､始めには､ 御 -弄い/Jbtらrチャワンオイトキヤー-.rチャ'ワンモ,｢か タント.

茶碗を酸いてると､茶碗もかくんと､!ソ'ノヒX'ニワレ■トル.rト'ビチッテナ'丁. その日 rPノに割れてるし､

飛び散ってねえ○40T.はあ-.441W.アノ,!シ'ンサイガrアツ'タトシ■ガ, あの､票炎があった年が､

!イチバンヒドrカツ■タナ一丁. 一

番ひどかつたねえ.アノ､ジ｢シ'ン

ガ. あの､地票が.442T.あっ.関東大食災ですか?

43W.rエ'-. ええ○

44T.はあ一〇なるほ

どお.45ら.ちようどいちしたんですく〉か?

446W.

エr-. えっ?447S. ーど の E嘉にいらしたんですか?rエ'-,

448W. ええ.ジ､ジ､.rジーシン呈上上'イカナ■ンダケド. 地喪虫垂Jヱと

は行かなかったけど､ソrレIカラ.アガツrテ-●カラ. それからしばらく鼓つてから.49T.あっそ

うですかb50W.rrt'-ロガズート.コ一.!ワ'レメ'ガ'コ-､rアツ'クリナ●T. 道路が､ず

ーっとこう､割れ目がこう451T.あーそうなんですか. あったりしてねえ.452W.rモ､イrエ■チークラ､ もう､家といつた

ら､コンマイコガナブタゴヤ'ミタイナイ工､ 小さいこんなブタ小屋みたいな家(まで墳れてて?)

!ア■サクサノカンrノy.サン

ガ, 洩草の観音さんが.rイツケン､ヒrh'リ､rブ●ジニオツrタ. 一件､一人､無事で

居た.53T.あーそうですか.54W.rエ'-. ええ.あー.浅草とか行か

れたんですか.あーなるほどお.㈱

ため秒{ のMMI.=/J

a}455W.rエー-.rズートヨー-イツタrデ.ウrワジマエーワ.

ええ､ずーっとよく行ったよ､宇和島-ーも456S.あーそうですか.457T.汽車

で.汽車で行ってました?458W

.｢エ'-rキIシャヂrナ. ええ.汽車でねら59

T.はあb60W.キrシャ'デイツダ リ､ソレ'カラ.イrエ'カツテrナ. 汽車で行ったり､それから家を借りてねえ

.461S. く〉 麺島でbはあ- ふうーん462T.

46Jt/2ぽ押呼に宇和島で家を借りて.463W.｢エ'-.ウ

｢ワジマデイエ●カツテ.!リヨ■カンrジヤツ●タラ.!*'ネガカrカツ'テ, 旅蛤だったら金がかかって､

!ア'ソバrレンシナ●丁. 藩ベないしねえ

.64T. (英)65W.!ワ●レーサマエ｢マ'イツタリナ●丁. 和霊穣-お参りしたり
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酔夢470T.S.(...すごいなあ.4

71T.意外とその歩いたの

が良かつたのかなあ.長生きの

秘映かも知れませんね.472S.そうです

ね､やっぱり歩かれるとね､足が丈夫になりますく〉から

ね.はあいb473T.474W.rエ●- ホrジま'ケンく〉ナ■T.

恵虹 馳 いですか

ねえ免エ｢-. え だからねえ

475T.476477W.T. えそ 道長生 されたのかもしれませんねえ.ガ的､て､位廉でrモー.アrル●クワコ-｢コ'コラキ'ンペンズー'トアル■ク.478W.

もう､歩くのはこう.この近辺ずーっと赤く.47

9T.あー480W.

｢エー-.アサ. ええ､朝....481T.あ､そうなんスか. ス-です82W. rエ'- く〉rア■サ トー

ニ'ワヨーイカンケンrナ. え ､そんなに朝早くは無理だからね巾83T. CMNh4

8485W.T.!ジユ■-ジrゴ'ロナツダラアル■イテイク'ノ
ヨ. 土度ごろになったらし塵ヒ

エ定くのよあー486W. !イ●ナカrデ､ヒマヤrロ.

田舎で､曝でしょ.87T.あーは

いく英)｡最近はラジオ体娘とかして

るんですか?488W. !ア'タrシ

私?489T. あ あの子供達が､ラジオ

く〉490

W.｢エ■-シ ト■ル. え してる.491492T.W. し
てま か あく〉-

｢エー-. え .493T.なるほどお.{JOU)94W. ウrワジマモ.チ｢カ'ナガカラく〉アノ. 宇和島も､近永から､あの.

95S.

はあ○96W.オrニ■サンゾ'ク､rゾ

'タカシランXXX オニサンゾク ′?)､かなんか .き虜ク不二庶/497

498499S.' 批 止虚か たんですく〉か?rエ

'-.W. ええ｡rソ'- rアスコノホ'-く〉ワ まう あそこの方は

S.ああ- 主としてbrエ■- イrエ■カットツテrナ､キrシ 'デイタイ.500W. ええ､豪を侍 りててね

､汽ZFで行ったよb501S.あーそうですか.それは昭和の.どの らいですか?

502W.

エr-. えっ?503S.昭和の30年?戦前ですか?

504W.S.!シヨ'-- し --5

05 鮎 ?集魚L塵後ですか?506W. rエ■-
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好 学13T.多かつたですよね

く〉え.514W.rエ'-.!ク'-シュー｢ガ.!スゾ ヂrガ ラ､ウ｢ワジマエーワアンマリ,ええ.空葬が終わつてから､

宇和島-はあんまり､イrキ 'へナ■ンダヨニオモ' ンヨ. 行かなかったように思うのよ.

515T.(隻)516W.rド'-ジヤク.!ワ'スrレ■クワイ. どうだったかしら､忘れち

やつたわ.517S.なるほどね.518T.結構昔は

汽AEで23､3時Fmはかかったんですれ 宇和島まで∧19W.イ｢工.!ニ'ジカング｢デ イジャックrナ一丁. い

え､二時間ぐらいだったねえb20S.あく

〉-そうですかb521T.あ当時もそ

んなもんだったんですか.22S.ふうーん

b23T.あく〉-.524W.!='ジカングrデ イ､ 二時間ぐらいで

､rサンジ■カンモ'ワカカ'ラセンヨ'ニオモ'

タケドナ'丁. 三時間もかからないと.つたはどねえA525S.
ふうく〉-ん.526

T.あー.527W.!ワ一カrラ●ン.ワスrレ'クワイ. わからない.忘れたわb

528T.S.(英)529T.そうですか○530W.!ゴ ノゴrロ.!モ'ノrオ●ボエガ, この頃､

物覚えが､イヨrイヨ,!ワ'ルrナーツテシ

'モチナ'7. とても悪くなってしまってねえ.rナーンニ'モ.!ワ-カラ●ン. なんにも分からない.531

T.いや､しっかりされてますく〉よ.532W.イーrエ'イ工.rモ'-.rハンプ ワ.rボ'レテシ'モトンノ. い-えいえ､もう半分は

披けてしまってるの.533T.いやい いrイ'ヤ.rホ'ジヤキン.ナ-ンr='モアンタラガ.!ト■ワrレ'タテ｡534W. だから､な-んに
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