
愛媛県西宇和郡三崎町方言の談話資料と分析(1)一談話資料編-

小西いずみ ･間淵洋子

1.はじめに

今回筆者らは､東京都立大学大学院生清水誠治氏の御厚意により､愛媛県西宇和郡三崎

町 (にしうわぐんみさきちょう)における氏のアクセント調査 (読み上げ式)に同行する

ことができた｡その際､三崎町の方言における語桑､文法､音声､アクセント等にみられ

る特徴的な事象や､発話スタイルによるアクセント実現形の相違､淡話の展開や相手によ

る言語選択など､様々な方面から三崎町の方言を分析することを目的として､約1時間の

自然談話を採録した｡

本稿では､まず分析の足掛りとして､その淡話の一部を文字化したものを呈示する｡l

なお､この談話資料についての分析は本稿では行わず､ ｢愛媛県西宇和郡三崎町方言の

談話資料と分析(2)一分析編-｣として改めて稿を草したい｡分析編では､音声 ･音韻面､

文法面を中心に､自然談話及び質問調査の向容を整理して､記述的な報告を行う｡音声･

音韻面では､語中のガ行･ダ行子音の鼻音要素､ツの発音 (破裂音)､セ ･ゼの口蓋化し

た発音などを､文法面では､二段活用動詞の残存､ヨル ･トル (チョル)によるアスペク

ト表現､断定の助動詞ジャ･ヤ､準体助詞ガなどを扱う予定である｡特に音声面では特徴

的な事象が多いが､今回の文字化資料ではカナ表記をとったために必ずしもその実質を反

映させたものにはならなかった｡分析編で先行研究の記述と比故しつつ､詳しく報告した

いと考えている｡

2.三崎町の地理的概観

愛媛県西宇和郡三崎町は､ ｢岬十三里｣と呼ばれる佐田岬半島の西端に位置する農漁業

の町で､人口およそ 5000人｡北は伊予灘､南は宇和海に面し､伽藍山を主峰とする山地

1録音した音声の文字化に当たっては､淡話を二分し小西と間淵がそれぞれ文字化を行った後､

お互いの担当部分を交換し確欝した｡なお､表記方法や番式については､田中･清水 1997を

参考とした部分が多い｡
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が東西に走る｡平地に乏しく､段々畑では柑橘類の栽埠が行われている｡

この町には鉄道がはなく､高知県須崎から四国山地を縫い､大洲や八幡浜を経て佐田岬

半島を縦断し､ここ三崎から国道フェリーによって九州 ･佐賀関にまで繋がっている国道

197号線が唯一の幹線となっている｡かつてこの道は､起伏に富んだ海岸線に沿って走る

その劣悪な道路事情から ｢行くな酷道｣ と呼ばれ､道の難所として知られていたが､昭和

52年に半島中程の伊方町に伊方原子力発電所が開設されてからは整備が目覚ましく､昭

和 63年には半島の頂上線を一気に走り抜ける r佐田岬メロディーライン｣が開通し､そ

れまで三崎から八幡浜まで2時間以上を要していた道程は､急行バスの開通により約1時

間に短縮された｡なお､現在この急行バスは､松山から直通で一日3往復運行されている｡

また､この道路事情の飛躍的な向上により､それまで3往復しかなかった国道フェリーは

大幅に増便され､更に､メロディーラインが九州四国観光ルートの一環に組み込まれるよ

うになると､それまで八幡浜発で1往復だけ寄港していた別府航路に三崎始発が開設され

て､三崎町は､八幡浜と共に九四交通の拠点としての役割を担うようになっている｡

今回取り上げるのは､この町の中程に位置する三崎地区で､ここは､役場や高校などが

有り､町の中心としての機能も有した所である｡

3.調査概要

調 査 日:1997年3月 13日

話 者 :Y.H氏(男性 ･大正7年生れ｡以下､Y氏とする)

調 査 者 :清水氏(男 ･昭和44年生)､小西(女 ･昭和48年生)､間淵(女 ･昭和47年生)

調査地点 :愛媛県西宇和郡三崎町三崎 (本稿末地図参照)

話者のY氏は､父母 ･妻とも三崎町の出身で､三崎町以外での居住歴はない｡かつては

海運業に携わり､三崎港から主に大阪や広島-向けて柑橘類や海産物･海産加工物 (乾物)

を運んだということである｡当時は､船以外の交通の便がなく､愛媛県内外に関わらず､

船の行き来が主であったが､その後前述の道路の開通により､運送の中心が海運業から道

路交通に移った｡ 海運業が振るわなくなって後は､自宅で日用雑貨店を営み､現在は､同

店を改装した薬局を経営する娘夫婦と同居している｡

調査は､Y氏の自宅において行った｡調査者のうち､滑水氏は出身が愛媛県で､以前に

も一度Y氏からアクセントを御教示いただいており面織があったが､小西､間淵は愛媛県
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外の出身で､今回の調査で初めて愛媛県を訪れており､話者との面織もなかった｡そのた

め､同地域の地理的 ･方言的知蝕も浅く､話者との会話においても､対応の仕方や会話の

進め方に問題があった感は否めない｡また､同様の理由により､話者の発話において多少

改まった表現も混じっており､三崎町の方言話者同士の会話とは異なると予想される｡し

かし､会話が進行するにつれて､音声面や文法面においても自然な萩話を採録することが

出来たのではないかと患う｡

4.資料の凡例

1列目

行番号を示す｡分析編において､族当部分を参照しやすくするために付した番号であり､

会話の単位とは対応していない｡

2列自

発話者をイニシャルで示す｡それぞれ､以下のとおり｡

Y-話者Y氏 S-清水 Ⅹ-小西 M-間淵

3列目

話者及び調査者の発話を示す｡この際､話者の発話は全て表音的片仮名による表記､調

査者の発静は漢字平仮名浪じりの表記とした｡長音については ｢-｣で1拍分の長さを示

し､それよりも短いものについては ｢ァイウェオ｣で示した｡連母音の場合で､後節の母

音がはっきり聞こえた部分については､ ｢アイクエオ｣で示している｡

3列目に示した発話の表記にあたっては､以下の記号を用い (○は任意の拍)､ポー

ズ､アクセント等を示したが､調査者の発話については､②③によるアクセント等の表

示はしない｡

① 〇､〇:ポーズ (読点としては用いず)

② Oro:上昇 (イントネーション､プロミネンスをも含む)

③ ○'○:下降

④ ○/○:会話の途中で､相手の次の会話が開始された位置

⑤ ××:不明瞭で聞き取れない部分 (必ずしもモーラ数と対応しない)

⑥ < >:不明瞭で文脈から判断した部分

⑦ ( ):発話中のあいづち (短い発話が重なる場合も含む)
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⑧ - :言いさし

@ ? :調査者の発話部分における疑問等のイントネーションの上昇

4列目

方音形の共通語訳､及び注記を示す｡話者の発話についてのみ共通語訳したものを普通

の字体で示し､その他の発話に対する簡単な注記を ｢※｣ の後に斜体で示した｡この注

記に収まらないものについては､(注 1)～(注4)として散話資料未に示した｡

共通語訳は､なるべく直訳とするよう努めた｡また､()内は意味上の補足､く >内は､

共通簿訳について自信がない､あるいは話者の発話が聞き取れないために訳に疑問が残る

部分を､××は､意味が不明な部分を示す｡なお､共通語駅部分では､ ｢､｣ を読点と

して用いてお り､話者の方言形の発話部分の表記に用いたボーズを示す ｢､ ｣ とは対応 し

ない｡

参考文献

江端義夫 1982｢13 愛媛県の方言｣飯豊毅-他 『辞座方言学8 -中国 ･四国地方の

方言-』国曹刊行会

田中江扶 ･清水誠治 1997｢睦月島方言故話資料(1)｢長生きの秘訣｣｣ 『日本籍研究』

第 17号 (東京都立大学)

大石慎三郎監修 1980 『日本歴史地名大系39 愛媛県の地名』平凡社

徳川宗賢監修 1989 『日本方言大辞典』小学館

付記

お忙しい中､調査に御協力下さった話者と御家族の方に､深くお礼申し上げます｡また､

清水誠治氏には､調査をセッティングしていただいたばかりか､現地の地理的 ･方言的知

織等を御教示いただくなど､大変お世話になりました｡記して感謝いたします｡

但し､本稿における不備等は全て筆者らの責任に帰すべきものであります｡

(こにし いずみ ･東京都立大学大学院)

(まぶち ようこ ･東京都立大学大学院)
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Y.H氏(三崎町三崎)方言教育資料

番号商 発布 共通静駅.
注記1S あの一､天気の見分け方つてい

うのは､2 やっぱりなんか､もう､船の仕事さ

れてる時から-.3Y rg'ン､rダイ5'イソノ､rクモイキオミ'テrナB うん.大体その､寒行きを見

てね.4K あー.5A
はあい○ そうですよね一 I,,≡.;チ6Y ソンデ､アサハ｢ヤー'クオ

キ'テ､ソくノ〉､ それで､朝早く起きて､その7 ｢クモ'ノ｢イゴ'キオミ'ルンデスアrナ｡ 零の動きを見るんですね.

8R ええ､ええ､ええ.悪の...9
班 動き?10Y

｢ク一モノ｢ウゴキカタオ｡ 賓の動き方を.lla うんうんうんうん｡12Y ｢カゼガズーツ'ト｢ナ'ア､｢アサオキテミ'テ､ 風がず
ーっとね､朝起きてみて､13 ｢リノトキ'ニワカゼワナ'イデ､ その時には風

はく凪いで〉､14 ヨーrナイ ド'ルアイrナ､rナイ
ドツデ モ､ 良く凪いでるよね､凪いでいても､15 ｢クモ'オミテrクモ'ガコオ､ 賓を

見て雲がこう､16 ｢ビユ'-ビューrビユ'-ビューrトビ
ヨツタラ､ ビュービュービュービュー飛んでいたら､17 コラキヨ-｢ワ'イ

ケン｢ゾ一､ これは今日はいけないぞ｡18 rヒル'ナカrカゼガ'デルrゾ-A

日中風が出るぞ｡19H はあー.20Y 9'ン､くrソJイr
ダ ラ〉アrサ'ア､rク'モン､ うん.そうしたら､朝､要が21 rイゴーキヨツタ､rソノトキ'ワrナ

'ギrデ モ､ 動いていたその時は凪でも､22 rヒル'ナカカ｢ゼガデ ル. コラ｢カナデ ズデ ル. 日中風が出る.

これは必ず出る.23H はあー.24Y (集

)rソリヤ､/ヤツパ'リrナ4 それはやっぱりね.25H 重要です

もんねえ､(Y:英)天気はねえ.26Y ウン､マ｢フナ ノリ｢ワ'マ､ うん.まあ､
船乗りはまあ､27 rソーユー トゴ ミヨ'ルノヨくナ〉､

そういうところをみているのよね.28 ソデrカナラ｢X'アサハrヨー'ニオキテネ'工
､コ､ それで､必ず朝早くに起きてね､こう29 ｢ソラオミヨ'ル｡ 垂を見

ている.30H ふーん31Y ｢キヨ'-ノ｢デ ンキワ｢ド-'カrナノ トモテ｡ 今日の天気はどうかなあ､と患って
.32 ア､rコライゲ ン､r3'ンドワ､rコデ ､ あ､これは

いけない.今度は､これは33 マ､｢カリ'こ､｢ワタシガコオ まあ､仮に私がこう､34

｢ミナ トダストキ'ニワrナ'ア､ 港(から船を)出すときにはね､35 rウラデ
ニ｢マワッテ'イ｢ヨナダ ガ､ 義手に回って伊予激が､36 rムコ-'ノ｢ミナ ド

ニrツタマテ'ニrコレアモタン､ 向こうの港へ着く迄に､これはもたない､37 ｢ソレマ'ヂ｢カゼガフクク'オモータラモ'-､ それまでに風が吹くと思ったら､もう
38 rソノrトキ'ワナイデオツ'テモ､(K:うんうんうん) その時は凪いでいても､

39 ト｢チユーニヤラレダ ライケ'ンケくン〉 途中でやられたらいけないから､4

0 rヨー'くテン〉rトマ'̂ ,｡ 出ることが出来ない､とまる.41S なるほどね.42Y ｢シランモノ'ワ､｢コンデ ンキイイガネ 知らない者は､こ

んなに天気がいいのに､434445 rアノ'ヒトワrブ ネヂアサン

'ト､0(:失) あ
の人は船を出さないで､くシヤー〉'シrドル ト､(K:笑)rコ'-rオモ'クモ.(失) く思案〉していると､こう思うもの

Mryナ-3ンFルF～J幼 一一あがる46H そうですよねえ. -LJ .



52S なるほどねd
53Y ｢ソユナニガアデ ア｢ナ｡ そういう何

があるわな.54H 大抵当たってるんでしょう

ねえ/やっぱり.55Y ウン､rダ ア｢イヤソ｢ラアタル'サ｡ うん.いやそれは当たるよ.腰r′ク7.′イソ --i*35GB/fkgt嘘歩56H そうなんでしょ
うねえ.-一.生活の知恵ですねえ.57Y (笑)｢ソレガナカツ'

タラくンタ〉 それがなかったら､あなた､58 rフナ'ノリrヤレン､
rイマミダ イナ､ 船乗りはできない.今みたいな59 rジ

ョーホ-ガナ｢イ'ンヤ'ケン､ 情報が無いんだから､60 /テrレ'ビくヤ〉ナンカモ.9'
ン｡rジブンノカンテ､ テレビやなんかも.うん.自分の勘で61 ｢ヤラ'ナイガ ンノヤ'くカラ〉｡ やらなければいけ

ないのだから.62H そうですよね.うん｡(Y:ケ ン
) うん.63 そうですよね.(

Y:ウンウン)天気予報が うんうん｡64 毎日あるわけじ
ゃないですものね.65Y イrマゴロワソユナ'ンシ工､ 今頃は､そういう

､なにせ66 ｢テレ'ビモ ｢フエル'ンデ､｢タイガイこ､ゼ､ テレビも増える
ので､大概に67 ｢ジョーホ-'ガ｢ナ'ア､｢タイプ -ガキタラ､(笑) 情

報がね､台風が来たら68 ｢ミツカモヨツガ モサキカ'
ラrワガ ルケン｡ 三日も四日も先からわかるから.69 ア､｢ドコソガマ一デキタ､ あ､ど

こそこまで来た､70 rドコソガマ'デキタ'アユウ'ン凸 どこそこまで来た､つていうの

が.71a うーん.72Y ｢ワタシ'ラナンシ工､ゾ ナソレ､ナrカツ'タンヤ､
私らなにせ､それが無かつたんだ､73 rワカ'イジブン｡ 若い時分.腰'ryjTJ=rfカ /.

_,Gt).74S なるほどねえ○75Y デ､｢
コノクモ'ワ､rコデ ､rトウオーナル､コ｢ラ､ それで､この雲はこれは漁くなる､これは76 イ｢ケ'ン｢ゾ-ヨース'くルニ〉､ いけないぞ一､つて要す

るに7778 ｢ジブンヂミサダメ'テ
ィが ナ/イダ ンケくン〉｡ 自分で見定めて

いかなければいけないから.79S あー､そうですよねえー.あの､こちらが
わと､80 宇和海側の一､あの一､凪ぎかたと一､

81 やっぱりむこうの瀬戸内/例のと-82Y ウン｡rコレ､｢アノ､rミサ'キノアノ､ うん｡これ
はあの､岬のあの､83 ｢

サグミサ'キオrマワッダ くラ〉､ 佐田岬を回ったら84 ｢チガケ ンヂくショー′

ジヤ〉｢ナ'ア｡ウン｡ く連うんでしょうね.〉ラん.85S ちがうんでしょうね86A あ､そうなんです
か.87Y ウ｢ワ'カイワダイタイコノ､｢ミナミカゼ'ガ､ 宇和海は､大体

この､南風が､88 (S:あー)rナミ'ガ､rキドルシrナ､/くr7'ルテ
ド〉血 波が来ているしわ､ある粒度.89S なるほどね

え.90Y デ､コ
ノrセ トナ'イカイrマワッダ ラ､ うん｡それで､この瀬戸内海を回ったら､9

1 ｢ミナミカゼワ'､コノ｢ハント-ノコrlノデ､ 南風はこの半島のこれで､92 (S:あー､なるほど)rヨゲ ルン

ヂ｢ナ｡ よけるのでね.93A いえー､なるほど.94Y ソデ､rジューイヂ ガツrジュー='ガツゴロ それで､
11月12月頃に95 ナツタ'ラコンド､キrシエツフーガフク'デシ

ヨA なつたら今度､季節風が吹くでしょう.96
S あー､季節風がね.97Y rコイツガマ'タ､セ トナ一イカイくオ×××××〉ナ'ア｡ こいつが

また､瀬戸内海を××××ね一98S あー.

/なるほど.99Y ウン｡ うん.100S あの-､風の呼び



106 rモツドモコオヒrガ'シノrナ'アdrヒガシカくせ ノ〉. くもっともこう〉文のね.東風
の.107R ええ､ええ.ひが

しかぜA108Y rミナミカゼ'ワ､｢マジ｡ 南風はrまじJ

109Ⅹ まじ

.110H まじ一111a まじ○ (約 3秒) .ヨ

■.■テ112S あなじっていうのは?113Y ｢アナ'ジワ､ホ｢クセ一〇 rあなじ

｣は北西.114S 北西.115S なるほどね.

116Y rコレワ一､モーイマ｢キシエツアー､ これは､1もう今､亭飾風､117 rコノ'-ンデイrエ'バモーキrシエーツノカで ヨrナ'7､ この辺で言えばもう､串称の

風だよね.118 ｢ジューイチガ'ツくカ/､｢ウユプンノ､〉 11月くか､冬時分の〉｡119 ｢コ'ラ｢ヨ一一フクrナ'ア､｢ツヨ'イゾコレ'ガ｢ナ'ア｡ これはよく吹くな
あ.敦いぞこれがね.120

K 1■ 1■ 一 一え-え-;こ-え- ○12
1S あーそうですか.122
Y ア'-. ああ.123S これは二名津(ブタナ'}')のあたりから

･124 吹き経ろしてくる/わけですか○125Y ｢ソ'-ソーソーrコツチ'カラ｢ナ､イヤ､ そうそうそ
う､こっちからだね.いや､126 ｢モオ/チヨツ'ト｢コツヂ /ジヤ､ もうちょっと
こっちだ､127 ｢サダミサ'キノホ'-

. 佐田岬の方｡128S あっ､すいません./間違え.向うの方ですよね.129

Y 9'ン一 うん.130S あ､二名津は違う､そうですよね.131Y ｢フタナズー､ヌ､カラフク'ユーコドンナツダ ラ､ 二名津から
吹くということになったら､132 ｢キタニチヨツ'トrコチガ'､/くカカツ'トル〉､ 北にちょっと東風

が､かかっている.133 ヒ｢ガ'シガカカツ'チヨ

ル｢ナ｡ 兼がかかっているね.134S ああ.かかって-13
5Ⅹ こち.こちなんですよね.136Y ｢キダ ゴチ｡

｢きたごち｣137S きたこち.138班 きたこち.(笑)
139Y rキクニ'rヒP'シガ､(笑)rヒガ'シガネ｡ 北に兼

が､兼がね.140 く｢キルが イヤ｢ナ○〉 ××××だね.141H へえー
~142Y ウン､ホrクトーオ､キダ ゴチ､キダ ゴチ｡ うん.北東を｢きたごち｣｢

きたごち｣143S きたごち.(Y:9'ン

) うん血144R きたごち｡145Y フ｢タナズア'タリ｢ガ ラフキダスガ
ヤツ｢ダ ラ 二名津辺りから吹き出すのだったら､146 ホ｢クトー-. 北東...A

147S きたごち血

148Y ナ'ア｡ ねえ.149S じゃ-､池のほうか
ら吹いてくると-.150Y rアレ､rナダノホ'-カヲフィーテクルrトモ'-､ あれ､港の方

から吹いてくると､もう151 イ｢マ'くイシ〉､｢ホクセ一. くつまり(注1)〉､北西.152

S ほくせい.153Y gy . うん.154S あなじ(Y:ウン)にな



160S かかってる､あー.そういう言い方はないんですか.
161 まじにちょっと､

/西-.162Y マrジ'ニシ､マrジ'ニシb rまじにし
｣rまじにLjO163S まじにし.

164R まじにし.165A はあ-い?(Y:英)-えー.

166S なるほど. .ようするに- .167Y
くマ｢ジ×××××マ〉､ くrまじJXXXXX〉､168 rミナミニチヨツ'トニrシガカカツ'ト/ルヤツ. 南にちょっと西がかかっ

ているやつ.169S あー､(K:うーん.

)かかつてる.170S じゃ､今度名取(ナ トリ)の方角から-171Y ｢ナ ド リノホ-カラデルヤツ｢ガ､コラ､ 名取の方から出
るやつが､これは､172 rコ'ンドアrレ'ニナルくノヨ〉｡

今度あれになるのよ.173 rナ ド リヨリモ｢チヨツ'ト､(吹)′ 名取よりもちょっと
174 ｢イノウ

ラヨリニナ'ルカrナ'ア｡ 井野浦寄りになるかな.175S ちょっとこっち

176S はい.177Y ダツ｢ダ ラ､コラ､｢マ'ジ｡ だったら､こ
れは｢まじ｣｡17

8S はい○179Y rミナミ'カゼb 南風.
180S まじ.まじ. なるほどねえ.(約1秒)
181H へえ- ○

182Y ナ7､モナ｢ド リグライカラチrダ ラ 名取
くらいから出たら183 ｢コチマジ'ヤrナ'-. ｢こちまじ｣だね.

184S こちまじ. なるほどね.

185A こちまじ○

186K こちまじですか.187Y rヒガシミ'ナミヤ｢

ナ｡ 東南だね.188S ひがしみなみ.189Y ｢ナンド-ヤ｢ナ｡
甫兼だね.190

R うーん.(約2秒)191S 夜､航行され
るつてことはあまり無かつたんですか､ふね.

192193Y イヤ､｢
エ､ヤリ'マスrヨ｡ いやふえ､やりますよ○194S

やっぱり夜.195Y ウン○ うん.196S そ-ういった歩合もやっぱり風向

きとか､あと､197 月の一､月はあんまり関係無いんですか､198 そういう場合って
...｡199Y クー､テン､マ一､ソー､(笑

) うーん､ま一､そ-.200 ｢ツキ'ニムラクモくヤケン〉､｢ヨ一一｢ツキ'オ｢コス､ ｢月に群賓｣だから､よく月を越す
201 ｢クモ'ワ｢ナ､｢ヨ'-｢ワガ ルくモ〉｢ヨ'-キガ｢ナ｡ 宰はね､よく分

かるもの､防気がね.202S あー､(Y:9'ン)なるほどね一. う
ん｡203H なんか､夕焼けだと､

明日は晴れとか､(矢)204
それくらいですよね/私たちが知韓として205 持っているのは血

206Y 5'ン､rユーヤケ､ rコ
ノオ､rユウヤケモ､ うん､夕焼け-､この夕焼けも207 ナrヅ ノ､ナ｢ニワイケマゼ ンガネ｡ 貢の何

(夕焼け)はいけませんね.208 rアメ'ナンデス. 雨なんで
す.2



214 アrシタノジユ'ンビシrチヨケ-. 明日の棚 しておけ
- .215l瓜 あー､あー

､あー.216Y ヤrマ'イク､(K:えー.)rカマ'オトイド'イくテ〉｡ 山-行く
､嫌を研いでおいて.217a 秋の

夕焼けは､鎌を研げつてA218Y カ｢マ ドイデマツ｢チヨ'レ
ツ､(笑) 鎌を研いでまっていろ､219 /｢アシタテ'ンキ'ンナル｡ 明日は天気になる.勝 一/Jbt

占220K あ､鎌研いでまつちよれ.221Y
ソレワアrキノコドデ､ウン｡ それは秋のことで､うん.222 マタrアキノユーt='ワrキレ'エナン'ヤコレガrナ'ア. また秋の夕随は括麗な

んだ､これがね.223H そうでし

ょうねえー一〇(Y:笑)224Y コレ､ナrツ'ニ､ これ､京に225 ｢イマ'シ｢ユーヤゲ くシタツ｢ツ'ワ〉 くつまり(注2)夕焼けしたというのは〉
226 イゲ ン､(S:は一.)rコデ アrメガオー'ィ. いけない､これは雨が多い.
227H そうなんですか.228Y ｢オ

ナジ'ユーヤケヂ一モ｡(失) 同じ夕焼けでも○229A それは初めて知った.(笑)勉強になりました○

230K こちらのその気候一､の､その独特さつて
いうのが231 あるん

でしょうかね.その夏一､が､(Y:ソ-)23

2 夏の夕焼けだと明日は雨が降るつていうのは.233Y クー'ン｡ うーん.2
34a 三崎では､そうだつ､/ていう-.235Y ｢コレワヤツパ'リ､｢ソージヤナ'-､｢ナツ'-､ これはやっぱり､

そうだねえ､京は236 ドrコデモオンナジ/ヤ'ローrナ'ア､ケ ン. どこでも同じだ
ろうねえ､うん.237K どこでも同じですか.は一〇(

約2秒)238Y ド｢コデモダイタイアキ'ノユーヤケ｢ワ'エツ､ どこでも大体､秋の夕焼けはい
い.239 rテンキ/ガエ'-ワイ｢ナ'ア｡ 天気がい

いよねえ.240K あーあ-えーえー､あーそうな
ん/ですか.241Y ダ ン｡

242S -一.(約2秒)243H 天気予報いらずなんですね.(Y:失)いいですね､

244 わかるんですもんねえ.私達なんてもうテレビで､245 とか新聞と

かで見るしかないですもの-.246Y ソヂワタシ'ラ､マ'ダワガ
イくジク｢レノ〉ジブ ンワ､ それで私ら､まだ若い××××の時分は､247 モク｢アサ-'ホrンデハヤ'イン､｢アサ'ワrネ｡

朝はそれで早いの､朝はね.248 rアサノハヤー一イクモ'ノコオ､ 朝の早い(時間の)蛮のこ
う､249 ｢ヨノアダ クトキノrクモ'ノウ｢ゴ'キオ 夜の明けた時の寒の動き

を250 ミ'ナイケンカ'ラ､ みなければいけないから､251 ｢カナラズ
フネ'デデール トキニヤコ-rミヨ'ル｡(失) 必ず船で出るときには､こう見ている｡252 ｢ホカ

ノヒト､アレ｢ナンシドルンヤ｢ネ 他の人は､あれ何しているんだろうね253 チユーグライニ｢オモ'ンヤロオくケド〉(笑)､ソ､ くらいに患うのだろ
うけれど､254 ｢コツ'チニスリヤ｢ソー'ヤナ｢イ'ン､rナ'ア｡(

英) こっちにしたらそうじゃないの､ねえ.255 rクモ'ノウゴ'キジツrトミヨ'ルンヤ'ケン､ 宴の動きをじっと見ている
んだから.256 ハア一､コラ｢ミナミノカゼ'ガ

は-､これは南の風が257 rコオユタウゴキカ
タシヨ'ルナ'ア､ こういう動き方をしているな､258 コライケン｢

ド一㌧ コラーくトモ'テ〉｡(実) これはいけないぞ､これは､と思って.射 れオノとF～ナLZpタFツ剣 一也〆ろ259S あ

ー.260班 へ-A

･5.;チ..261Y ｢ミナ トデワルカツ'タラ､ 港で藩かつたら､262 rコラハ一ヨ
ドコソコマ'デイツテ､ これは早くどこそこまで行って､263 rエイツト3'エrハイツ'トカ



268 ｢ワル'イミナ トト-ツ'タラrク'ロースル'ケンrナ｡(笑) 悪い港を通ったら苦労するから

ね.

269270S あー/そうです
くよね-〉271Y モー､｢ココ'ラニワオ｢レ'ンノヤ'ケン｢ナ､ もう､この辺には

居られないんだからね､272 rミサ'キアダ リニワ. /rタイフ-ナツ一タラbg'ン. 三崎あたりには.台風になったら｡うん.
273M あーそうですかB

274S 直撃ですよね
.宇和海-275

Y ア'-. ああ.276H あそ-.277Y rモーヤワダ ハマエニF'ルカ(S:あー)､9'ン､ もう､八幡浜-逃げるか､うん
､278 rアツヂ エ､rヒツコサ'ナB

あっち-引っ越さないと凸279S 半島まわって三机の辺りとか-は.280Y ミ｢ツクエアダ リ､ミrツクエマ'デイツタラくアト〉 三机あたり､三机までい
つたらくあと〉281 オrレマ'スケド(S:あー､そうですか)ナ､ 居られますけど

ね.282 アr
ソコワ'ンガエ'-ケ｡ あそこは湾がいいから.28

3S うんうんうんb284H ふーん.285S こっち側の宇和海側つていうのは/もう-.
286Y ウ｢ワカイガワワヤツパ'リー､rダ メ

ヤ｢ナ'ア○ 宇和海側はやっぱりだめだね.287

S あーそうですか-A288Y ヤrワタハマカウワジマ血 八幡浜か宇和島｡289S あー､ちょっと湾になっている/
ところ-也290Y rゲ ン､rミイカ-メアダ リハイ/デ ントrナ

○ うん.三瓶(ミカメ)辺りに入らないとね.291S あーなるほ

ど○三崎でもだめ一292Y ｢ミサ'キワ｢ダ メヤナ

(S:だめですか-)､ 三崎はだめだね､293 rタイプ -ナツF'ラ｡ 台風になっ
たら○294H へ

え-a295Y モー､｢コマ'イrリヨーゼ ンワ もう､小さい漁船は
296 rノコシ'ヨルーケドrナ一ア､rミナ ド-ナ'カニA 残しているけれ

どね､港の中に.297S あーあーあ-298Y ソイデアノ､｢コマ'イ
｢リヨーゼ ンデモ､ それであの､小さい漁船でも､299 ｢チヨツ'トナンくダ〉ヤ'ツワ､

ちょっと何な(ちょっとした)ものは､300 モ｢スグモー､(S:あー)rマエ'ニ
(S:そ-ですか-)､ もう､すぐもう､前に､301 (咲)rタイプ クガク'ルマエ'カ､ソノ｢マエ'ノヒダ

ライ 台風が来る前かその前の日くらい､30
2 ニrサンチ(笑)サキニモJ-イツrト')レ｡ 2､3日まえにもう行っている.303 /ヤ｢ワタハマノホ'-ニ｡

八幡浜の方に.304S あーそうですかA305Y

ア'-○ ああ.306H そんなにわかるんですか.そんな○307Y ｢サイキンワナ一一､くイマ'イシニソノ-.〉 最近はね

え.くつまり(注3)その-〉308班 あー､うんうん.309Y ｢テレ'ビ

ノ｢テンキヨ'ホ-ガ伽:ねえ) テレビの天気予報が310 ｢タイフケ'シデ スケン､く｢ワシ'ラ｢ナンシロ〉､ 台風を知ら
せるから.私たちなにしろ､311 ソノ｢ナイジブンニ'ワ､ それが無い頃に

は312 ソヲモrタイ-ン'ヤツダ ヨrナ'ア. それは
もう大変だったよね.313A ええ

.314Y ソデ､rテンキミル'ノガナツrカナ'カ､コレ

ガb それで､天気を見るのが中々これが.315S あー､/やっぱりb316Y ケ



322 rコノ､テrレ'ビノrナ='ヨリ､ この､テレビの何(天気予報)よ
り､323 コツrチヂ伽:自分で)′コツrチデミF'ノガrヨJオ こっちで､こっちで見

た方がよく324 ア｢タ'リヨツタモン｢ナ○ 当た
っていたものね.3

25H (笑)326K
(笑)そうですか.(笑)327Y rサイキンワコレワモー､rナン='ナツテr

ナ､ 最近はこれはもう､何になってね､328 ｢テレ'ビモー. テレビも.如 L/

ク モ .-7gV一也〆ろ329KH ええ.

330Y ア ン. うん.331H へえ-一〇332
Y ｢アレ'キrショーエ'-セ-カナ'ンカデ あれ､気負衛星か何かで､333 rウエノホJオエrトマツ'テrミヨ')レケン､カ､ 上め方に止まって見ているから､

334 ｢ダイプカタジツニナツダ ケドナ'ア｡(失)(
4秒) 大分故実になったけどね.335H -えー一 .(笑)そういうの､なんか敢え

て336
いただきたいですよね.あの-､337 どうだつてい

うの.伝授されたいですよB338Y (失)

339A 自分で､こう見て､分かるといいなあな
んて.340 ねえ.(3秒)そうい

うのは､こう､青い､341 言い伝えつていう
か､こう､漁師さんたちの間で､342 そういうふう

に言われてるつていうので343
分かるんですか?それとも､自分で､あの､344 空の様子を見て､こう

いうときはこうだったなあつ345 ていう､経験で一..
.346Y ｢ソー'ヤツパrケ-ケンヨ'オ｢ナ'ア､ そう､やっぱり

農政だよね､347 ｢ソリヤー. それは.348A 経験

ですか凸349Y ダ ン｡ うん.350H ふうーん. ああ､そうくなんですか.
〉351Y rサヤツパケ-ケンガナカツダ ラ それはやっぱり島牧がな

かったら352 イケナ'

イr+'-.5'ン｡ いけないね.うん.353A ああ､そうくなんですか○〉354
Y ジ｢プンガ'ミ｢デ 工､rケ-ケンセ'ナ｡ 自分が見て連敗しなければ○355
Smlふう一一ん.356Y ダ ン｡ソイrデ､くr3'キナンカ〉ゴrカイシヨツ'テ うん.それでく東風か何か〉娯解していて

357 トrチユーデ ウr5'レテ､イrク')レヤ 途中で(風雨に)うたれて､生きるか
358 シヌ'ルノ｢エデ ィメシ｢テ一､′(英) 死ぬかの大変

な目にあって､359H そうですよね一

.360S ああ､/そうですね.361Y rソレ3'ソ､コレワイrケン'コレアヨー それこそ
､これはいけない､これはよく362 オボエチヨカ'ナイ｢ケゾ ト 覚えておかないといけ

ない､と363 オモ'テ｢ナ'-.(笑) 思って

ね○364K やっぱ､あの､天気を見て､.今日は大丈
夫と患って365

行つても､途中で､急に､′変ったりすることも-366Y rアツ､｢ソレワヤツパ'アア｢ルノ'ヨrナ'-. あ､それはやっぱりある
のよね.367a そいで､じゃあ､あの､ど

こかの港に､ うん.368 (Y:ウ'ン｡)
緊急に､あの-､入ったりすることも369 あるん′ですか



376 入りたいんですけどつていうのを､入つてから､
377 話すん

ですか?378Y rソレネカリ'ニネ'-､ア｢タシ'ラガ､rソノ､ それね､仮にね
､私たちがその､379 ｢ハ'ンシンノホ'-､｢ノボツテ一カラ

阪神のほうに上つてから380 rが エツテクル'デrシヨ'
オ. 帰ってくるでしょう?381

a 一一 ■一見ス.､ええ○382Y rソイF'ラrダ イイヂ バンニコノマrツヤマ'､コ一. そうしたら､

第-番にこの松山港.383K 松山港.384
Y ア｢シコオくハナ'シダ ラ〉､ あそこをく離したら>､385 r3'ン

ドrチヨ.y'トネ'-､r3'ンド 今度はちょっとね､ちょっと､386
｢イヨナダ ユテズーツ'ト｢ンナンノ'ン 伊予激といってずつと南のほうに387 rナ'

)レケンナ'-.rコイデ イrチバン'ソrコ一､ なるからね.これで一番そこを388 ソ｢コオ､｢デル トキ'こ､｢コレアヒヨリミサ､ そこを出るときに､これは日和をみさ-､
389 ミ｢サダメ'テデルノ

'ヨナ'-. 見定めて出るのよね｡390H ああ一391S ほお○ RW.棚 乾392Y ｢チヨツ'ト｢ミサ'キ､rココ'マテ｢カエル'ノニ｢ネ'-､ ち
ょっと三崎に､ここまで帰るのにね､393 ｢オハナマ'デカエル'ノこ､｢チヨツ'ト 御鼻まで帰

るのに､ちょっと394 ロrクジカングデ イカカ'ル○ 6時間ぐらいかかる
｡.妨臓 #395A あ､そうですか一

.396Y マ｢

ツ'ヤマカ'ラ｡ 松山から○397K 松山から′ここまで.398Y マ｢ツ'ヤマカ｢ラ｡ 松山か

らd399班 そんなにかか-400Y rソデ､ソrノアイ'ダコレヒrヨ
リH'モrツカー○ それで､その間にこれ､日和が持つか.401S (笑)

402Y ト｢チユーデ'ヤラレダ ラrオーゴト.｢ソラ､ 途中でやられたらおおごと.それは､403 ト｢チユーデ'ソラーモ

'オ｢クロ'-シタコドモ 途中でそれはもう苦労したことも404 アrリマ*/ワナ｡ゲ ン｡ ありま
すわね.うん｡腰'Fチ3-i-3-プF--#tl/Thy占.405K あ､そうです

か-.406Y rホン7-J'ソr3'デマタネ'工､くツrヨ'-〉rミアク､
それで､そこでまたね､×××X､407 ミ｢サダメ'テ､rヨツ'シャrダイジヨ'

プジヤ､カ 見定めて､よっLや､大丈夫だ｡408 ヤ｢レツ'トオモツテコ-rヤ
リヨ'ル｡ 出せつ.と思って､こう舟を出している.409 ｢フユンウミ'ヤツ

ダ ラ｢オー'インコレガ. 冬の海だったら､多いの､これが.410 イマキ｢シエツフーガフ

キダ シタラ､(S:はあ.) 今､串飾風が吹き出したら､411 rホツヂ ワrタシ'ワネ'
工､くナンカエリンフネ それで私はね､く帰りに船を412 ダ スンヤツ5'ラ〉､マrツ'ヤマガ ラサ rダミサ'キ 出すのだったら〉､松山から佐田岬に

413 ムケテ｢チヨツコ-セン'ツーン'デ､｢コ'ンド 向けて直行
しないということで､今度は414 ア｢1ノムイテハシ'ルン

デス'ワ｡ あれを向いて走るんですわ.415 rヤマグヂ ケンノーアノ､｢イワイ'ジマノホ

'- 山口県の､あの､祝島の方に416 ムケテ｡(S:はあー.)｢ソエカラアノ 向けて.
それからあの417 オーイダ ケンノ｢ヒメ'シマムケテ 大分県の姫島に向けて

418 ハシツ'トイテネ'エ､(H:ええ.)rソレカラコ一ンド 走っておいてね､それから今度は
419 オrハナムケテrキヨ'リニシF'ラrバイ'ワアル｡ 御鼻にむけて､距離にしたら倍はある

.420 rユツg'リrバイ'ワアル｡rF'ケド3'ンド たっぷり倍はある.だけ
ど今度421 カ｢ゼムキアホクセ-ガオー'イケンネ'工.｢コレカラ､ 風向きは北西

が多いからね.これから､422 rイマ､rソノ='-スオ ド-ツティツrテオツ'タラ
､ 今度そのコースを通って行っていたら423 rキュー'シユ､rキュー'

シューノヒrメ'シマ 九州､脚 tLt'タ 九州の姫島の424 チが クマ'ヂくrトリツイ〉トツ'タラネ'工､ 近くまでくたどりつい〉ていたらね
､425 rコ'ンド｢ホクセ-ノカゼガソー一トフイデ モ､ 今度は北西の風



430 オシテクレ'ルケンナ'-｡｢ホイヂ 押してくれるからね.それ
で､431 くアユ×'××ナンカ〉rナ'ア､rバイ'ホドノ く冬なんか〉ね

､停ほどの432 ｢キヨリ'ワア｢ル'ンヤゲ ド､｢ソエデくモ〉ヤツバ'リ 軽鮭はあるんだけど､
それでもやっぱり433 ソオrキュー'シュームゲ テrハシツ'トイ'テ､ そう､九州

に向けて走っておいて､434 (H:-えー.)rホイ'ヂオレ､ナムゲ テズr-ツート
それで御鼻に向けてずつと435 モ｢ドシテ'クル｡ (船を)戻してく

る.腰伽 ンサケ′1頑幹I
.あがる436S ふう一一ん.437Y rバイ'ワユツク'リアrル'ケンr

ナ'-､アレ､ 倍はたっぷりあるからね､あれ､438 r

マツ'ヤマカラ､rキュー一シューノ 松山から､九州の439 ミ｢サ'キムゲ テ､(Sええ.
)ヤrル'ンヤ'くケン〉｡ 三崎に向けて､進めるのだから.440 ｢モーブ ユナツ'ト｢ソレガオ'-イ

○ もう冬になるとそれが多い.441S ほお｡風のカでねb442Y 5'ン｡ ト｢チユーデー､ソー､rヤヲレダ ラ うん､途中で､やられたら
443 イダ ンケンナ'

-. いけないからね.444S

はあ○そうですよね一｡445a うんうんA446H そうですよね一. ･.W ぽ僻

447448449Y ｢ト､｢ソレサエワタツダ ラモー､rショーシヨ'-
くそこさえ〉故つてきたら､もう､少々フイテ'モ｢ネ'-､｢フネノケツ'カラコ-､
吹いてもね､船の後ろからこうフ｢クヨーンナル*'ラ､カrゼ-ナミ'ガ｡rソレP' 吹

くようになるから､風や汝が.それが450 イー.｢ソレ｢ト､｢サ
ダミサ'キガネ'工､｢シオノ いい.それと､佐田岬がね､潮の451 ナガレ'ガハヤ'イケン
ネ'工､ヨ｢- 沈れが早いからね､よく452 くシゲ ンノコレ〉｢アレル

ノ'ヨ｢ネ'-.rホデ く時化るの､これ｡〉荒れるのよね.それで453
ソコオ､ド｢ノジガ ンこ､｢キヨ-ノ､クー そこをどの時間に､今日の､454 ｢シオ'

ガナンジナンプ'ンニア｢シコ'ガ 湖が何時何分にあそこが455 ｢マンチヨーンナルカ'ラ､rナ'ンジカラ｢ヒクガ ラ､ 満潮になるから､何時から引くから､
456 ｢ナ'ンジガ｢カンチヨー'ヤ'カラ､｢ホイデカ(失) 何時が干潮だから

､それで457 rソレオミテワF'ルワ'ケ｡ケ ン. それを見て凍るわけ｡うん｡
458 くイrツバリ〉ワタツダ ラコ一ンド､ くいつとはなしに(注4)〉故つた

ら今度､459 ｢チヨツ'トrナミ'デモアル ドキヤツダ ラ､ ちょっと波でもあるときだっ
たら､460 オr-ゴドヤケンナ'-.(H:はあー.)シrゲ テ おおごとだか

らね.時化て461 シゲ テ｡｢ホツデソコノイチバンソノー､｢マ､ 時化て.それでそこの一番､その､まあ､
462 イ｢チバンヒ-'タト｢キ'ニアエーワ｢ナ'-｡ 一番引いた時に

はいいわね.463464465466467 くドrチユ'タラ.〉｢ソデソレオ､

くどちらかと言うと.〉それでそれを､ソノジrガ ンニソコオワタレルヨ'-｢ニ､
その時間にそこを渡れるように､ジ｢カ'ンオrハカツ'テ､くモンヂク'ンガヤ〉ナ'-.

時間を計って､く戻して〉くるんだね.ジrガ ンマズカツ'タラギ ー､rドオモコオ'モ

時間がまずかつたらもう､どうにもデ ラン.くrシゲ テナ'-｡〉コツ｢デ カ｢エ'ルワ
ならない.く時化てね.〉こっちに締るわ､468 モ'オ､シ｢が ワミチヨ'ルワユ'-タラ､
もう､湖は満ちてきているわとすったら､469 ｢フネノソコ'グデ イニくrキヨ'ルグデ イニ〉､ 船の底ほどにく付いて来るぐらいに〉

､470 rシオノナガレ'ガ.ダ ン｡rソレ'ンテクワシダ ヲ 潮の光れが.うん.それに出くわしたら､
471 オr-'ゴト. お

おごと.･(7ネノyI)ク二戸一′ニ～;頭打 I朗 唱472S はあー.

473mI --フこ文.○474Y ソンデノウ｢カ'ウカナンデ一くケン〉｡(4秒) それで､うかうかな

んてできない.▲ィ, ■.一 /475
S おおごとですよね.

476班 やっぱり

命かかりますからね.477S ねえ. ･W._,bLT478Y (笑)rソーイノ'チ(



484 ｢デ クニワイ｢カンワ｡(笑) 楽にはいかない
よ.485KHS

(笑)486Y ｢ソ､｢ア､｢テ'ンキノエー ド キワ､rソラ､ 天気の
いいときは､それは､487 ｢コンナエ'-ノナイデスゾ｢一 ｡(笑)｢ホツ'ケ- こんないいの(=

仕事)ないですよ.だから､488 ｢ノンキ'こ､くrノンキ'ニ､〉｢ノ'ンキニ｢ヤレルゲ ド｡ 呑気に呑気に(船を)進められるけど..好この戯身重TIgPt一女が占.489K 大阪までは､じゃあ､松山まで6時間だとすると､

490 大阪までは′何時間ぐらい-.491Y rオーサ*'デネ一一､rチヨツ'ト｢サ
ンジュージ*'､ン- 大阪までね､ちょっと30時間492 グデ イ′カカ'ル｡(笑) ぐらいかかる.腰'rijオyJ

tgガjtLI:#い.一汐のGJL,d-iX:yl̂ 5.493
Ⅹ 30時間 !一日以上ですね.49

4H すごいですね-也495K そうですか. 必 勝 iク鰯 鶴496
Y ｢ホイヂネ'-､ワ ｢シ'ラ､ウワジマデ､ヂテ､ それでね､私たちは宇和島で出て497 rニヤ一クスルナ'ニガが -カツダ ンテス'ガ､rヤ､ 荷

役する何(仕事)が多かつたんですが､498 ｢ヒルマ､(失)｢クワア

ダ リ 昼間､宇和辺りは499 ｢マンセンスルデ シヨ｢オ｡rホデ く満船になる〉でしょう?それで500 t='ガタレデ カ

ラ､7､rダ スンデ ス〇 g'ン. 日が暮れてから､出すんです.うん.M7--gO脚 t.
501地S はあ-.502Y ｢ホ'デヨド-シハシツ'テ､rソノツ'ギノ

､ それで夜通し走って､その次の503 rヒルゴロ'ツク./(集) 昼頃

に着く.棚 ●鼎 l血が占504S ×××× 血505R ちようど､いい時間です
ね.506N ふうん血

I,.I-S./千507Y r7'ン｡r7'ン.rソデッカt/'ルツカレ'ル○ うん○うん.それで

疲れる疲れる.508Smlそうでしょうねえ血
509Y ｢ヒ'ルニヤ'ク

シテ､｢ヨ'ルハゾ ルケン. 昼に荷役して､夜に走るから.510S はあー,,51
1K え､大阪で､とかでは､一泊くらいして､また512 戻ってこられ

るわけですか.513Y ｢イヤ､オ｢オサカイツダ ラ､rソノ､｢ニアゲガ- いや､大阪に
行ったら､その､荷執デが514 ヤツパJリy'-.サrキフネガオデ ント､ やっぱりそう
｡先に船がいないと､515 く｢スガケテクレ一ラ〉エ'-ケド､｢ナカナカ くすぐ

上げてくれれば〉いいけど､なかなか516 ソ'-ワイカ'ンノヤツパ'リrナ'-.｢

フネ'ガ そうはいかないの､やっぱりね.船が517 ツカ'-ルコドガアツデ 工.ウ'ン｡｢ホイデ つかえることがあって.
うん.それで518 マJタrカエリ､rタダ デカエデ レン*'ラ｡ また

帰りもただでは帰られないから.519 ｢カエリノニモ'ツオツ'ンデ′くカエ'ルカラ｡〉 舟りの荷物を積んで帰るから

.520a 帰りの荷物､また積んで.521Y ウン｡ウン｡｢ソイヂソノ

ニモ'ツ､ うん､うん.それでその荷物を522 ｢マグ レニン○ く待っていられない.〉

523Sは はあ-A524K 向こうからはどういう荷物を積んで.
525Y ム｢コ-'カラヤツパ､イ｢ロイロ'ヤナ'-. 向うからは

やっぱり､いろいろだな.526 rヒ'リヨーガアツダ リー.rソー､ウ｢ワジマヤ'ト､ 肥料があったり
.そう､宇和島だと､527 マ｢ホ'ボ×××､｢ショーヒン'ヨ｢ナ'-. まあ××

×××､商品よね.528 イロイロアrデ イrナJ- A/ザツカー- いろい
ろあるわね.井貸...529K こちらのほうでは､手に入らな

いような､品物を､530 大阪のほうで′積んでくるわけです
か?531Y rソ'-ソ'-ソ'-ソ'-｡5'ン｡rヤワダ ハマ そうそうそう.うん.



538班 へえー一〇
539Y ｢ナンカソヤ'ケド､｢イマ一一ワヤツバ､ラ｢ク一ニ 何だか､だけど､今は

やっぱり楽に540 ナrリマ'シタヨ｢ナ｡rスベ'テガ.｢イ'マアモ'-､ なりましたよね.
全てが.今はもう､541 ｢ミナ トハイツ'テニrヤ'クスルユ'-タラ､ 港に入

って荷役すると言ったら､542 rセ'ンインガrテッド'ワンデシヨrオ｡rソ'ヤツテ､ 船具
が手伝わないでしょ.そうやって543 rニヤクガ一イシャガrダーツ'ト. 荷役会社

がだあっと.:′7--.功 IL∠協544

A (集)545Ⅹ そうですねえ.546Y ム｢カシワソ'オヂナカツ'
タ.rミ'ンナジ｢プンデ､ 昔はそうでなかった｡皆自分で547 ｢ナ'カニハ

イデ ナイゲ ン｡｢モツ'トモ 中-人らなけれ畔いけない.もっとも548 ナrカセモハイツ'テクレル'ケドrナ一一. 仲士も入ってく

れるけどな..辞退.オシク～イ'ク梯 I也が占549S はあ一一A550551552Y ｢イ'マ-モ'オ､rフネ､｢フネアツゲ トツタラ､(笑) 今はもう､船をつけて
しまっていたら､脚 タFyク7--7gV一息がら

もう､始点は､もう放っておいたら､rモ'-､rセンインワモ'-ホツドイタラ､
553 rフネガ､rチャアン'ト､ニrハクP'イシャガ 船が､ちゃんと､荷役会

社が554 rチャーこ/ ト｢ツ'ンヂクレ一テ､rオー'イ ちゃんと積んでくれて､おーい､555 ニ｢ハ'クヂキ'タ｢ゾオ｡｢ハヨーオ｢チエヨー'ユーテ 荷役ができたぞ｡早く出ろ､とすっ

て.556 ×××.(英) 肪 3-ユー.戸～ 弓軒一.盆〆ろ557S はあはあ､′なるほどね
一.558Y ｢ホツ'デくレ シヽ一ツサエ〉××

× (笑) それでく走りさえ〉XXX×559S はあ-4
560Y rカワ

リマ'シ5'ワ｡(2秒) 変りましたよ.56
1S ナカセンつて今おっしゃいました?562Y

rハ ○ は?563S ナカセン4564Y ナ｢カセンド ワ｡ rナカセ

ン｣とは.565S あ､じゃ開き間違いでした.(
失)(H:(失)) うん.566 えっと､当時､.(Y:うん)

えーと､荷役をするときに567 手伝ってくれる人?568Y ゲ ン｡
rナカシ○ うん. rナカシ｣(仲仕)A569S ナカ

シ｡570Ⅹ
ナカシ.571

S ナカシ｡572Y ダ ン｡rフネンナ*'アハイツ'テrアノオ､ うん.船の中に入
って､あの､573 rニヤ'クスルヒドヤrナ'一.

荷役をする人だね○574S ナカ
シ○575Y

9'ン. うん.576S ほお一一ん.577
Y ｢ニ､｢ニヤ'クスル｡ 荷役をする.578H.荷役

579S 荷役､をするかたの
こと. I,i,r5..′ラ一.580Y ケ ン､ウ'ンb うん､うん一

581H ナカシ｡582S ナカシ○なるほどね. .点Et IL

,M 柑 L2-/._,.583Y rセンモンニオ'ルノ'ヨナ'-.9'ン｡
専門にいるのよね.うん.584S あー

､そうですか.585Y ソデ｢ミナ トニチャ'ント｢ソ-､クー､ それで港にちゃんと､その卿 IL
∠甥5



592 ハ｢イツ'テ｢ナ'ア｡ゲ ン｡(Sはあー-ん.) 入ってね.う
ん.593 ｢トコロ一ガム｢カシアンマリソレガ､ ところが昔あ
まりそれが594 ｢スクナ'カツタンくヤ〉｡(Sああ.)

少なかつたんだ.595 く｢ア-ユーナニ'ガ.〉｢イ'マワモ'- くあ
あいう何が｡〉今はもう596 ｢テツテ-シテミナ'ア､｢センインワソレ

徹底して皆､船具は､それ､597 ニrヤ'クスルナ'ニガナイP'ジヤ
ユー 荷役する何がないのだという598 く7-ナ'ル〉血 くふうに

なる〉○599S 1

■ーえ;こ血600Y 9'ン｡ うん.
601M

なんか知らない世界で､面白いですよね-A602Y (失)

(注1)｢イマシ｣､(注2)｢イマシ｣､(注3)｢イマイシニ｣『日本方言大辞
典』に､ ｢いま首(い)-Lに : (帝のとぎれた次に言うつなぎの膏薬)今言ったように｡つ

まり｡((いまいLに))とも｡｣とあり､香川県の例としてあげられている｡族当部分がこの簿に当てはまると

考えて､ここでは ｢つまり｣と釈したが､確実ではない｡(注4)｢イツバリ｣『日本方言大辞典』
｢いつんぼりJの項に ｢①いつの間にか｡いつとはなしに｡｣ ｢②いつ｡｣｢③(打ち消しの静

を伴う)いつも｡｣などの意味があり､②の意味で((いっぼり))という形が愛媛県越智郡の例として上げられている｡蔽当部分は､①の意味に当てはまると考えて ｢いつ
とはなしに｣と釈
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