
奄美大島竜郷町大勝方言の形容詞

1. はじめに

本稿の目的は奄美大島の北部に位置する電郷町大勝

方言の形容詞の活用体系を明らかにすることである｡

資料は助詞の活用と平行して調査したものであり,

1977年 8月の実地調査にもとづ くものである｡インフ

ォーマントとして,次の方々にお世話になった｡

新納清華 (明治36年 大勝966)

押村春秀 (明治38年 大勝112 )

村岡由英 (大正 5年 大勝2155)

ここで,改めてお礼申しあげる｡

2. % &

形容詞の活用を述べる前に.まず,大勝方言の音韻

について若干記しておく｡

2･1 普 素

大勝万富の音素は,次のように31個みとめられる｡

子音晋兼/7.h,I,k'.k,g,tつ.t,d,C',

C,S,Z,r.n',n,p,b,m',m/

半母音音素/j,W/

母音辞紫/i,e,'1..e,a,u,0/

柏音素/Q,N/

2･2 拍構造

当方言の柏構造は次のと)>'りである｡

/CV/ /CSV/ /Q/ /N/

2･3 昏甜対応

ここでは,母音対応のみを示すにとどめる｡

東京方言

大勝方言
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3. 形容岡の活用

3･1 語形替変と活用形

さて,大勝方言の形容詞の語形替変について｢高い｣

を例にとって示せば,およそ次のとおりである,(例は

蚊′ト限ホすにとどめる)｡

/ta'asarabaN ka'juNく砧くても買う)

/ta'akunat'I''ikjuN/ く高くなって行 く)

/ta'asa'anattllneN/ くiI:1;くはなってない)

/,aN-jama'jata'asaN/ くあの山は高い)

名 嘉 真 三 成

/nu'uNkeNta'asari/ く何でも高い) /ta'asaN

munu/く高いもの)/'waNduta■asaru/く私が高い)

/フaN'jama'jata■asaro'o/くあのLuはhL.lrいだろう)

/ta'asa'at.I''ur')'raN/ く高 くて売れない)

/ta'asataN/ く高かった) /ta'asar'Ibaturar'llN/

く掛 ナれば取れる)

以上の諸形式から活用形と認められるものを抽出し

て示せば,次のようになる｡

ta'asara(ba) 未然形

ta'aku 連用形

ta'asa-a 提示形

ta-asaN 終止形 l

ta'asari終止形 2

ta'asaN 連体形

ta'asaru 係結形

ta'asaro'o 推地形

ta'asar'ltba) 条件形

ta'asa'atr接続形

ta'asataN 過去形

これらの活用形は,他に調査した15の形容詞のiJ).用

形や動詞の活用形も参判 こしながらまとめたものであ

る｡

ここで,活用形と認められた諸形式を形態分析して

示す｡

(1) (2) (3)

ta'as-ara ta■ak-u talas-a'a

(4) (5) (6)

ta'as-aN ta'as-art ta'as-aN

(7) (8) (9)

ta'as-aru ta'as-aro'o ta'as-arT

(10) (I1)

ta'as-a'at'1' ta'as-ataN

上記の例で,-イフンの左側は語幹,そして右側は

語尾を表わすQ語幹とは形容詞の中心的怠味を書目.う部

分であり,語嶋とは,いわゆる文法的意味を担う部分

である｡

3･2 活用体系

では,3･1で形態分析された形をrI'Jいこして大勝LJf

言の形容詞の活用休系を示すことにする｡
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未然形 連用形 提示形 終止形1

1.高 い ta'asara ta'aku ta'asa'a ta'asaN

終止形2 迎体形 係結形 推鶴形

ta'asari ta'asaN ta:asaru ta'asaro'o

条件形 接続形 過去形

ta'asarr ta-asa'atT ta'asataN

2.良 い 'iQCjara 'iQcjaku 'iQcja'a 'iQcjaN

'iQcjari 'iQcjaN 'iQcjaru 'iQcjaro'o

'iQCjar.ll'iQcja'at'I'''iQcjataN

3.涼しい S'I'dasjara s'I'dasjaku s'1'dasja'a sll'dasjaN

s't'dasjarisllldasjaN s']'dasjaru s']'dasjLaro■o

sII'dasjar'Il sIIldasja'at'r s')'dasjataN

3･3 活用形

次に各活用形の恋敵 職能,および接辞などについ

て用例を示す｡

3･3･1 未然形

baくぼ)がついて似定条件を食わす｡

ta'asarabaNko'ot'I'ku'jo'o(拭 くても只って来い

よ〉

3･3･2 連用形

用言や肋洞などに統 く形である｡

SinamuN'jata'akunat-1''ikjuN(品物は祐 くなって

行 く)

ta'al(uneNmuN'utik'Jr't'rT(描(ない物を売って

下きい〉

ta'akuNhikukuNneN(拭 くも低 くもち:い〉

ta'akudu)aruく拭 い〉

ta'akube■erisi'ju'uziganeN(高 いばかりで何に

もならない〉

ta'akusa一e7ar'rba'iQCjaNba'a(高 くさえあれば

瓜い)

3･3･3 提示形

助詞 'ja(は)が融合した形であり.とりたての正味

を表わす｡

namata'asa'anatlI'neN柏 だ拭 くはなっていない)

kunusinamuN'jata'asa'an芭N(この晶物は高 くは

ない〉

3･3･4 終止形 1

文の言い切 りになる形である｡

'aN'jama'jata'asaN(あの山は拭い)

高いla〉

'amanumise'jata■asaNdo■oくあそこの店は高い

ぞ)

3･3･5 終止形 2

終止形 1と同じく文を終止するが,客観的意味が強

いo

kunuguru'janu'uNkeN ta'asariくこの頃は何でも

商い〉

kunuhuN'jata'asari(この本は拭い〉

3･3･6 迎体形

体言に続 く形である｡

ta'asaNmuN'jako'ikiraN(塙いものは買えない〉

3･3･7 係結形

du(ぞ)や ka(か)の結びになる形であるが連体形

とは形が異なる｡

kar'rkumatu'waNduta'asaru(彼とぼ くとはぼ

くが拭い)

)aQtukuQtu'jadiQkata●asaruka■i (あれとこれ

とはどちらが揃いか)

3･3･8 推放形

推兜の意味を食わす｡

'aN'jama'jata■asaro'o くあの山は高いだろう)

'aNklr'jata'asaro'o'ja'a(あの木は高いだろうね)

3･3･9 条件形

ba(ば)がついて条件の意味を表わす｡

na'anatita'asarlllbaturarlt'N(もっと高け九は'JrRれる〉

ta'asar'l'balQcjaNく甜 ナれば良い)

3･3･10 横紙形

接続助詞tT(て)がついた形である｡

ta'asa'atT''urilraN(拭 くて売れない〉

3･3･11 過去形.

taN(た)がついて過去の意味を袈わす｡

'inasariN'jata'asataNく小さい卿 ま高かった)

'waN'ja'inasariN'jata'asataN(ぼ くは小さい頃は

尚かった)

3･4 活用の梯類

火勝方言の形容詞は語幹の変化に注目すると大きく

huNto'aNQcju'jata'asaN'ja'a(本当にあの人は 二つの棟類に分けられる｡一つは語幹末尾子膏が/ -
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S/のものであり,他は語幹末尾が/←sj/のものであ

る｡前者は国語のク活用の形容詞に相当し,後者は国

語のシク活用に相当する｡さらに,前者には語幹末尾

子音が /-q'/ のものがあるが所属する語は 7iQcjaN

く長い)のみであり,つitasaN などからの変化形と思

われる｡

3･5 形容詞の語例

続いて,今回蒐兆した形容詞の語例を3･4の分類

に従って示せば,次のとおl)である｡

1.語幹末尾子晋が/-S/の形客綱

ha-asaN(赤い),'o'osaNく背い〉

'acII-saN(暑い), 'amasaN(甘い), 'asasaNく浅

い). ha'asaN(明るい〉, 'arasaN (荒い),'a･

rasaN(粗い), kjosaN(美しい), 'inasaNく小さ

い),he'esaN(早い). 'warusaN(悪い), 'jaha･

rasaN(やわらかい), 'jaQsaNく易しい), -jo'wa･

saN(弱い), 'jurusaN(ゆるい), hu'usaN(大き

い). 'wakasaNく若い), ku'isaNくこゆい),

hikjarusaNくまぶしい), higurusaNくつめたい),

kwe.esaN(きつい), つiQkjasaNく促かい). ma･

rusaN(丸い), hagusaN(にくい), nagasaN(堤

い), nurusaNくぬるい), nada'jakarasaNくなみ

だもろい), ta'asaN(高い), darusaNくだるい).

garusaNく軽い), k'imasagesaNくかわいそうな),

tudanasaNくさびしい), 'ibasaNく狭い), hirusaN

(広い), sTQsaN(すっぱい), kjorasaN(瀞 ナつ

な), maQsjugarasaN(塩からい). k'urasaN(暗

い), kllruSaNく黒い), kusasaN(くさい), hi-

sII-saNくうすい), nigjasaN〈にがい). kotenasaN

くうるさい), nukusaN(ぬくい), hbusaNく重い)

2. 語幹末尾子音が/-cj/の形容詞

'iQcjaNく良い)

3. 語幹末尾子膏が/-sj/の形客綱

S'l'dasjaNく涼しい), m-1'zlllrasjaNくめずらしい),

mus'l'kasjaN(むつかしい), naclrkasjaNくなつかし

い), horasjaNくうれしい), k?ironasjaNく恥かし

い)｡
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