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はいさい，わー　なーや
たろーんでぃ　っやびーん。

はーい。ばがなーや，たるーてぃどぅ　あいぅ。

くよーんなーらー。ばー　なーや　たろーゆー。

んさいわるかや。あんあ　なや，
たろーどぅ　ないぶる。

しちゅしぇー　国語とぅ

体育　やいびーん。

好きなのは国語と体育です。

はいさい※。わー　なーや　
たろー　やいびーん。
こんにちは。私の名前は，太郎です。

初めて人に会うときや知らない人とお話しをするとき，私の名前は○○ですと，自己紹
しょう

介
かい

します。相

手の名前や好きなことを知ると，仲良くなるのが早くなるような気がします。

しまくとぅばでも，自己紹介するときの言葉があります。自分のことは何と言えばいいのかな。

※女の人は「はいたい」ですが，男の人が使う場合は「はいさい」です。

　このように男の人と女の人でことなる言葉を使うこともあります。

ばがなーや　たるー。ぴぅさらぬ　んまりさい。

中学２にんしーさい。

私の名前は，太郎。平良の生まれです。中学校2年生です。

ばが　うむっし　がくもんな　国語さーい。

私のおもしろい勉強は国語です。

うぽーぷ　ないぅちぅかー，学校ぬ　しんしーん　

ならってぃどぅ　うむいぅさーい。

大きくなったら，学校の先生になりたいと考えています。

ば　のーや　たろう，中学２ねん　なりどぅ　うるゆー。

私の名前は，太郎。中学校２年生です。

すかりそーや　国語で　あんくむぬゆ，しぅかぬ　まりゆー。

好きなのは国語です。四箇の生まれです。

あとぅあとーや　がっこーぬ　しんしーかい　

なりぶさーんゆー。

将来は，学校の先生になりたいです。

あんあ　なや，たろー。ちゅーがっく２にんしどぅ　ないぶる。

私の名前は，たろー。中学校２年生です。

まっちゃんすや　国語。とぅまいむらぬ　まりどぅ　ないぶる。

好きなのは国語です。泊村の生まれです。

あとぅあとぅや，がっくぬ　しんしんき　なるんでぃどぅ　うむいぶる。

将来は，学校の先生になりたいと考えています。

わー　なーや　たろー。ちゅーがっこー２年生　いぇーびん。

私の名前は，太郎。中学校２年生です。

わーが　しきな　教科や　国語　いぇーびん。

好きな教科は国語です。

なぐし　くしぬ　っまーり　いぇーびん。

名護市久志の生まれです。

にかーや，がっこーぬ　先生け　ないびさんでぃ　かんげーとん。

将来は，学校の先生になりたいと考えている。

北 部

宮 古

八 重 山

与 那 国

わんねー　たろー。

ちゅーがっこー　２にんしー

やいびーん。

私（の名前）は，太郎。
中学校２年生です。

自己紹介・家族紹介１中 南 部

なーふぁぬ　 つんまり　やいびーん。

那覇の生まれです。

さちじゃちぇー　学校ぬ　しんしー

ないぶさんり　うむとーん。

将来は，学校の先生になりたいと
考えています。
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わったー　やーにんじゅ　やいびーん。
うしらしさびら。
私の家族です。紹介（お知らせ）します。

しょうかい

ゐきがうっとぅ（弟），ゐきがー（男），ゐなぐー（女），ちょーでー（兄弟・姉妹），
うっとぅー（弟・妹），やかー（兄），まーまー（姉），しじゃー（年上），あかんぐゎ（赤ちゃん）

たんめー

おじいさん

はんしー (ぱーぱー )

おばあさん

まやー

ねこ

あんまー

お母さん

いん

犬
ゐきが（男），ゐなぐ（女），ちょーれー（兄弟・姉妹），あかんぐゎ（赤ちゃん），
うっとぅ（弟・妹），しーじゃ（兄・姉）， つんまが（孫）

ゐなぐちょーれー

妹ゐきがちょーれー

弟

っんーめー

おじいさん
ぱーぱー

おばあさん
ちゃーちゃー

お父さん
あんまー

お母さん

ゐなぐうっとぅ

妹
わぬー

私
まやー

ねこ
いぬー

犬

ばー　だーにんどぅ　つたみ　つぁりるん。

びきどぅん（男），みどぅん（女），びききょーだい（兄弟），みどぅんきょうーだい（姉妹），
あざ（兄），あんが（姉），うとぅとぅ（弟），あかんが（赤ちゃん）
※男から見た姉妹は，「ぶないぅ」。女から見た兄弟は，「びきぅ」。

しゅー（うぷじぅ）

おじいさん

んま（ぱーんま，

うぷあんな）

おばあさん

うや

お父さん
あんな

お母さん

みどぅん

うとぅとぅ

妹

ばん

私
いん

犬
まゆ

ねこ

びぎどぅん（男），みーどぅん（女），ぶなりぅびぎりぅ（兄弟・姉妹），
しじゃ（兄），※ふっちゃー（長兄），がっちゃー（二男），あざま（三男），
しじゃぶなりぅ（姉），うとぅどぅ，うとぅどぅびぎりぅ（弟），ふぁーなー（赤ちゃん）

うしゅまい

おじいさん
んみー

おばあさん
びげー

お父さん

うとぅどぅぶなりぅ

妹
ばぬ

私
いん

犬
まやー

ねこ

あさ

おじいさん
あぶ

おばあさん
いや

お父さん
あぶた

お母さん

うとぅとぅぶない

妹

びんが（男），みぬんあ（女），うとぅだ，びぎぶない（兄弟・姉�妹�），あてぃ（�姉�），
すなてぃ（兄），うとぅとぅ（弟），んくてぃ（赤ちゃん），まんい（孫）

あぬ

私
いぬ

犬
まゆ

ねこ

ぶねー

お母さん

北 部

宮 古

八 重 山

与 那 国

自己紹介・家族紹介１中 南 部

わん

私 すー

お父さん

みなさんは，何名家族ですか。本書に登場する「太郎」は，７名家族です。犬と猫もいます。

自分の家族も，太郎のように友だちに紹介してみましょう。

わねー　やーにんじゅ　そーかいさびーん。

ばー　やーにんじゅー　っさりんゆー。

ばんたが　やーでぃゆ　したうかい　すーでぃ。

ん。

ぃ。
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●文字：共通語
●文字：中南部

●文字：北部

●文字：宮古

●文字：八重山

●文字：与那国

（まゆ）
まゆ

みーまゆー

まゆ

まよー

みぬまゆ

（顔）
ちら

っとぅらー

みぱな

つら

うむてぃ

（ちら）

（鼻）
はな

ふぁな

ぱな

ぱな

はなぶる

（のど）
ぬーりー

ぬでぃー

ぬぶい

のどぅ

ぬどぅ

（左）
ひじゃい

つぴじゃい

ぴぅだいぅ

ぴだる

んだい

（口）
くち

くち

ふうちぅ

ふつ

つてぃぶに

（目）
みー

みー

みー

みー

みー

るー　あらわする　くとぅば。
身体を表す言葉。

自己紹介・家族紹介１中 南 部

（髪）
からじ

からどぅ

からじぅ

あかまず（あか）

からん

（頭）
ちぶる

ちぶる

かなまいぅ

つぶる

みんぶる

（うで）
うり

うでぃー

うでぃ

うでぃ

かんな

（ひざ）
ちんし

ちんし

ちぅぐしぅ

ぺん（ちぅぶしぅ）

んぶち

（手の平）
てぃーぬわた

てぃーぬわたー

てぃーぬぴぅさ

てぃーぬぴら

てぃぬばた

（足の指）
いーび

ぴさぬ っゐゐ

ぱぎぅぬいうび

ぺー

はんぬうゆび

（手）
てぃー

てぃー

てぃー

てぃー

てぃ

（指）
いーび

っゐゐ

ういび

うび

うゆび

（お腹）
わた

わたー

ばら

ばだ

ばた

（もも）
むむ

むむー

むむ（に）

むむったる

むむ

（背中）
くしながに

ながにー

くさんみ

くしぅ

くちぶに

（こし）
くし

くし

くしぅ

くしぅ

くち

（かた）
かた

かたー

かたむしぅ

がじぇーら

かたぶるち

（足のこう）
ひさ

ぴさ

ぱぎぅぬくー

ぱんぬぴさ

はんぬくちぶに

（ふくらはぎ）
くんら

くんだー

くっうぁ゙

だぶら

ちにくら

（足）
ひさ

ぴさ

ぱぎぅ

ぱん

はん

（おしり）
ちび

まい

ちびたいぅ（ちび）

ちび

んび

（かかと）
ある

あどぅー

あどぅ

あどぅ

あどぅびら歯，胸，首，耳，ひげ

＜調べてみよう＞

（右）
にじり

いぃぎり

んぎぅ

ねーら

にでぃ

なか

顔や体を表すしまくとぅばは，私たちがふだん使っている言葉とは，異なる言葉が多いですね。これ

は，「つぶり（頭）」「かもじ（髪）」「つら（顔）」などのような日本の古い時代（奈良時代以前）に使わ

れていた言葉と似ています。

しまくとぅばと，古い日本の言葉を比べてみても面白いかもしれませんね。

北部

中南部

宮古

与那国

八重山
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ちゅーん　いちにち　ふぁじまいん。

みーふぁらき　いぃちゃぎそーれー。

朝ご飯を食べてください。

とー，まんなな　かまー。

さあ，一緒に食べよう。

くゎっき　さーやー。

いただきます。

くゎっき　しちゃん。

ごちそうさまでした。

ふぇーく　うきれー。なー，じかんどー。

早く起きなさい。もう時間だよ。

あー。

はい。（目上の人に対する場合）

きー　ちきてぃ　いじ　くーよー。

気を付けて行ってらっしゃい。

いじ　ちゅんどー。

行ってきます。

ちゅーん　いちにちぬ　はじまいびーん。
今日も一日が始まります。

くゎっちー さびら。

いただきます。

いちぅにちぅぬ 　ぱじぅまいぅ

あさむぬー　んきぎさーち。

朝ご飯を食べてください。

ずー，まーちぅき　 ふぁー。

さあ，一緒に食べよう。
ふぁっとー。

いただきます。

んまーん　まーどぅ　やたいぅ。

ごちそうさまでした。

ぴゃーまり　うきる。

んにゃ　じぅかんどーや。

早く起きなさい。もう時間だよ。

んー。はい。
きぅぬー　ちぅき　いき　くー。

気を付けていってらっしゃい。

いき　くーっどー。

行ってきます。

きゅーん　ぴとぅいぬ　はじまるんどー。

すーん　ひっとぅいんあ　はでぃまるんどぅー。

つんじ　くーいー。

行ってきます。

北 部

宮 古

山八 重 山

与 那 国

うー。

はい。

一日の生活２

ちー　ちきてぃ　めんそーりよー。

気を付けていってらっしゃい。

ふぇーく　うきれー。

なー，じかん　なとーんろー。

早く起きなさい。もう時間だよ。ひてぃみてぃむん　うさがみそーれー。

朝ご飯を食べてください。

くゎっちー さびたん。

ごちそうさまでした。

中 南 部

とー，まじゅーん　かま。

さあ，一
いっしょ

緒に食べよう。

今日も一日が始まります。みなさんは，睡
すい

眠
みん

をしっかりとっていますか。花子は，まだ眠
ねむ

いようです

ね。それでも，朝ご飯はきちんと食べて，元気よく学校へ行きましょう。

しとぅむでぃぬ　んぼんや

のーどぅ　ほーだー。

朝ごはんを食べたか。

でぃー，まーずん　ふぁーらー。

さあ，一緒に食べよう。

とーらるなーらー。（とーらりるんゆー）。

いただきます。

こっきー　とーらりだゆー。

ごちそうさまでした。

ひーり　うやしわり。

朝ご飯を食べてください。

でぃー，まどぅん　ふー。

さあ，一緒に食べよう。

たばらりるー。

いただきます。

あらーぐ　まーどぅ　あたる。

とてもおいしかった（ごちそうさま）。

はやぐ　うぎり。

まー　でぃかん　なんどぅ。

早く起きなさい。もう朝だよ。

おー。　はい。

だななどぅ　ひるどー。

ゆっくり（気を付けて）行きなさい。

いてぃてぃ　くたよー。

行ってきます。

はいしゃ　うきりよー，

めー　じかん　やすんが。

早く起きなさい。もう時間だよ。

おー。はい。

きぅー　ちぅけー　はりよー。

気を付けていってらっしゃい。

いき　くーいー。

行ってきます。
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中 南 部 ひてぃみてぃむのー　
しかっとぅ（ちゃんとぅ）かみよー。
朝ご飯は，しっかり（きちんと）食べなさいね。

みーふぁらき　かんなどぅ　かみよー。

あさむぬーばー　まなーんてぃ　ふぁいよー。

しぅとぅむでぃぬ　んぼん　おいしょーり。

ひーりや　んちみ　はいゆ。北 部

宮 古

八 重 山

与 那 国

一日の生活２

しまくとぅばには，「おはよう」にあたる言葉はありません。家では，「うきみそーちー。（起きま�

したか。）」とか「ひてぃみてぃむのー　かりー。（朝ご飯は食べた。）」などと言います。きちんと

朝のあいさつをして，しっかり朝ごはんを食べて登校しましょう。

んきぎいぅ。

召し上がる。

ずー，まーちぅき　 ふあー。

さあ，一緒に食べよう。

んまー　んまどぅ　やたいぅ。

ごちそうさま。

うみしぅ

おはし

おいしょーるん。

召し上がる。

でぃー，まーずんし

ふぁいむー。

さぁ，一緒に食べよう。

こっきー　とーらりだゆー。

ごちそうさまでした。

ぱしぅ　おはし

うやし　わるん。

召し上がる。

でぃー，まどぅん　ふー。

さぁ，一緒に食べよう。

あらーぐ　まーどぅ　あたる。

とてもおいしかった。

はち

おはし

いぃちゃぎーん。

召し上がる。

とー，まんなな　かまー。

さぁ，一緒に食べよう。

くゎっき　しちゃん。

ごちそうさま。
つめーし

おはし

まいぅ

ご飯

まいぅしぅじぅ

ご飯粒

しぅる

おつゆ

まかいぅ

茶わん

つんぼん

ご飯
つんぼんつぶ

ご飯粒

する

おつゆ
つんぼんまかい

茶わん

い

ご飯

いぬちん

ご飯粒

ちる

おつゆ

まがい

茶わん

めー

ご飯

めーとぅどぅ

ご飯粒

しるー

おつゆ

まかい

茶わん

しぅるまかい

汁わん

ちゃばん

湯飲み茶わん

すー

おかず

あぎどぅなか（とぅなか）

卵焼き（卵）

しぅるまかる

汁わん

ちゃばん

湯飲み茶わん

かてぃむぬ

おかず

とぅながやき（とぅなが）

卵焼き（卵）

ちるまがい

汁わん

さばん

湯飲み茶わん

かてぃむぬ

おかず

あらかいい

卵焼き

しるまかい

汁わん

ちゃわぬー

湯飲み茶わん

かてぃむん

おかず

くがー

卵

くゎっちー さびたん。

ごちそうさまでした。

くゎっちー さびら。

いただきます。

つんめーし

おはし

めー
ご飯

めーちじ
ご飯粒

うしる

おつゆ

まかい

茶わん

うしるじゃわん

汁わん

ちゃーわん

湯飲み茶わん

かてぃむん

おかず

くーがふぁーふぁー
卵焼き

とー，まじゅーん　かま。

さあ，一
いっしょ

緒に食べよう。
うさがいん。

召し上がる。
うさがみそーれー。

お召し上がりください。

ね。
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まんなな　がっこーけ　いちゅん。

ちゅーや，いぃー　 つわーとぅき　なたんやー。

今日は，良い天気になって良かったね。
つきんぬーぬ　しゅくだい　すんでぃち，すっくぇーちゃっさー。

昨日の宿題をするの，苦労したよ。

わぬや　ちゃーちゃーから　ならてぃ　しちゃん。

私は，父から習ってやったよ。

まじゅーん　がっこーかい　いちゅん。
一緒に学校へ行く。

はい。ちゅーや，いぃー　
っわーちちなてぃ　ゆたさたんやー。

やあ。今日は，良い天気になって良かったね。

ちぬーぬ　しゅくらい　すんり　

なんじ　やたんろー。

昨日の宿題をするのに，苦労したよ。

わんねー　すーんかい　ならてぃ

さんろー。

私は，父から習ってやったよ。

まーちぅき　がっこーんかい　いきぅ。

まーずん　がっこーかい　はるん（いくん）。

まどぅん　がっくんき　ひるん。

はーい。きゅーや，かぎ　わーちぅきぅん　なり　ぞーむぬやー。

やあ。今日は，良い天気になって良かったね。

きぅぬぬ　しゅくだいゆ　すーってぃ　なんぎ　しぅたいぅ。

昨日の宿題をするの，苦労したよ。

ばーや，うやからどぅ　ならい　しぅったいぅどーや。

私は，父から習ってやったよ。

きゅーや　いー　おーちぅき　なり　じょーとーらー。

今日は，良い天気になって良かったね。

きぬーぬ　しゅくだい　すーそー　なんぎしー　すーだゆー。

昨日の宿題をするの，苦労したよ。

ばなー　びげーから　ならいり　すーだゆー。

私は，父から習ってやったよ。

やー。すーや，いー　わしき　ないてぃ　んさたんあえー。

やあ。今日は，良い天気になって良かったね。

んぬぬ　宿題　きるんでぃ　あはり　きんでゃー。

昨日の宿題をするの，苦労したよ。

あぬや　いやがら　ならいてぃどぅ　いしゃる。

私は，父から習ってやったよ。

北 部

宮 古

八 重 山

与 那 国

一日の生活２中 南 部

友だちと仲良く，いろいろなおしゃべりをしながら，登校するのは楽しいでしょう。朝，気持ちよく�

登校できると，一日が楽しく過ごせるでしょうね。どんな会話を交
か

わしているのでしょうか。

しまくとぅばで表してみましょう。

いっしょ
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つなんまから　いぇいごぬ　じゅぎょー　ふぁじみんどー。

これから英語の授業を始める。

あー。うにげー　すんどー。

はい。お願いします。

ちゅーん　いぇいくゎいわ　しーそーいんなー。

今日も英会話をしますか。

んー。　はい。

ちゃーねーる　くとぅ　ならとーがやー。
どんなことを習っているのかな。

くりから　えいごぬ　じゅぎょー　はじみーん。

これから英語の授業を始める。

うー。うにげーさびら。

はい。お願いします。

※「うー」は目上の方に対する言葉です。目下の者に対する言葉は，「いー。」となります。

※「あー」は目上の方に対する言葉です。目下の者に対する言葉は，「おー」「んー」となります。

のーゆが　ならい　ういぅがらやー。

のーしる　むぬゆ　ならいるかやー。八 重 山

ぬんにぬ　くとぅば　ならいぶんあ。

んなまから　英語ぬ　じゅぎょーゆ　ぱじぅみでぃ。

これから英語の授業を始める。

んー。ならーしぅ　 ふぃーさーち。

はい。お願いします。

きゅーまい　英会話ゆ　すーでぃな。

今日も英会話をしますか。

んがな。　はい。

くりからー　えいごの　じぎょー　はじみんどー。

これから英語の授業を始める。

うー。ならーし　ひょーり。

はい。教えてください。

きゅーん　えいごの　はなしょー　しょーるん。

今日も英会話をしますか。

いー。　はい。

ないがら　えいぐぬ　じゅぎょー　はでぃみるん。

これから英語の授業を始める。

おー。たんでぃ　どぅーでぃん。

はい。よろしくお願いします。

すん　英会話　きーわるな。

今日も英会話をしますか。

よい。　はい。

いー。

はい。

ちゅーん　えーかいわ　しみしぇーみ。

今日も英会話をしますか。

北 部 ちゃっちょる　くとぅ　ならとがやー。

宮 古

八 重 山

与 那 国

※「おー」は目上の方に対する言葉です。目下の者に対する言葉は，「よい」となります。

※「うー」は目上の方に対する言葉です。目下の者に対する言葉は，「いー。」となります。

※「はい」は，「おー（目上に対して）」または，「んがな（目下に対して）」とも言います。

一日の生活２中 南 部

学校では国語や数学，英語など，いろいろな勉強をしますね。どのような勉強をしているのかな。共

通語では，先生に対する言葉づかいと，友だちに対する言葉づかいが違うように，しまくとぅばでも，

相手によって言葉が変化します。
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くまや　むちかはんやー。

ならーち　とぅらさんなー。

ここは難しいね。教えてくれない。

なかゆくいぬ　とぅちねー…。
休み時間のときには…。

くまー　むちかさんやー。

ならーち　くぃれー。

ここは難しいね。教えてくれない。

ぬーぬ　すむち　ゆろーが。

何の本を読んでいるの。

いー。しむんろー。

うん。いいよ。

うちなーぬ　んかしむぬがたい　かちぇーる　すむち　ゆろーさ。

沖縄の昔物語が書かれた本を読んでいるよ。

ちゅーぬ　ひるぬ　なかゆくえー

ぬーし　あしぶが。

今日の昼休みの時間は，何をして遊ぼうか。

サッカーし　あしばな。

サッカーをして遊ぼうぜ。

んー。ならーすさ。

うん。いいよ。

ぬーぬ　ほんが　ゆどる。

何の本を読んでいるの。
くしぬ　むかしぬ　くとぅ　

かかっとぬ　ほん　ゆどん。

久
く

志
し

の昔物語が書かれた本を読んでいるよ。

ちゅーぬ　 つぴるぬ　やすみじかんや　

ぬー　しち　あすゐが。

今日の昼休みの時間は何をして遊ぼうか。

サッカー　しち　あすわー。

サッカーをして遊ぼうぜ。

ゆくーとぅきゃーんな…。

やすみじかんぬ　ばしょーや…。八 重 山

ながどぅぐいぬ　ばすにや…。

くまー　むちぅかしぅ　むぬやー　

ならーしぅ　 ふぃーる。

ここは難しいね。教えてくれない。

んー。じょーぶんさーい。

うん。いいよ。

のーぬ　ほんぬが

ゆみゅーりゃー。

何の本を読んでいるの。

みゃーくぬ　んきゃーん　ぱなしぅぬ　

かかい　ういぅ　ほんぬどぅ　ゆみ　ういぅさーい。

宮
みや

古
こ

の昔物語が書かれた本を読んでいるよ。

きゅーぬ　ぴぅしぅま　ゆくーんな　

のーゆ　しーがー　あすぱっちゃー。

今日の昼休みの時間は何をして遊ぼうか？

サッカーゆ　しー　あすぱ。

サッカーをして遊ぼうぜ。

うまー　むつかさ　そーらー

ならーし　ひょーり。

ここは難しいね。教えてください。

んー　みしゃーんどぅらー。

うん。いいよ。

のーぬ　しゅむつちぅどぅ　ゆみりゃ。

何の本を読んでいるの。
やいまぬ　むかすばなしぅぬ　かけーる

しゅむちぅどぅ　ゆみる。

八
や

重
え

山
やま

の昔物語が書かれた本を読んでいるよ。

きゅーぬ　ぴろーまゆくいや

のーしーり　あすびゃ。

今日の昼休みの時間は何をして遊ぼうか。

サッカーし　あさば。

サッカーをして遊ぼうぜ。

うまや　むちかさんやー。
つたみとぅらぬん。

ここは難しいね。教えてくれない。

よい。んさんどー。

うん。いいよ。

ぬーぬ　すむてぃば　

どぅみぶんあ。

何の本を読んでいるの。

どぅなんぬ　んかちむぬがたい　

かってぃある　すむてぃどぅ　どぅみぶる。

与
よ

那
な

国
ぐに

の昔物語が書かれた本を読んでいるよ。

すーぬ　つまどぅぐいぬ　でぃかんや

ぬーば　き　あんぶあ。

今日の昼休みの時間は何をして遊ぼうか。

サッカーどぅ　きー　あんばりるや。

サッカーをして遊ぼうぜ。

北 部 やすみじかんぬ　ばーや。

宮 古

八 重 山

与 那 国

一日の生活２中 南 部

学校では勉強することが第一ですが，休み時間も楽しいものです。みなさんは，どのように休み時間

を過ごしていますか。
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ちゅーぬ　給食や　ぬー　げるやー。

ちゅーや，みーふぁらき　ふぇーく　くゎーたくとぅ，

きっさから　やーく　なとたん。

今日は，朝ご飯を食べるのが早かったので，

先ほどから，お腹が空いていた。

いぇーさ。わぬんげ　まちかんてぃー　いぇーたん。　

そうか。私も待ち遠しかった。

給食け　とぅかとる　おーふぁ。

給食に使っている野菜。

ごーやー（にがうり）， つきでくに（島にんじん），たまな（キャベツ）

ちゅーぬ　きゅーしょこー　ぬー　やがやー。
今日の給食は何だろう。

ちゅーや，ひてぃみてぃむんぬ　ふぇーさたぐとぅ

なまさちから　やーしくなとーたん。

今日は，朝ご飯を食べるのが早かったので，先ほどから，
お腹が空いていた。

やさやー。わんにん　

まちかんてぃー　そーたん。

そうだな。私も待ち遠しかった。

きゅーしょくんかい　

ちかーっとーる　やーしぇー。

給食に使っている野菜。

自分たちの地域に伝わる

琉球料理を調べてみよう。

＜調べてみよう＞

きゅーぬ　きゅーしょくや　のーがらやー。

きゅーぬ　ぴろーむのーや　のーかやー。

すーぬ　給食や　ぬかやえー。

きゅーや，あさむぬー　 ふおーぬどぅ　ぴゃーかたいばどぅ

きぅさから　ばたー　やーすーやーす。

今日は，朝ご飯を食べるのが早かったので，

先ほどから，お腹が空いている。

あんちーな。ばんまい　まちぅかにどぅ　ういぅ。

そうか。私も待ち遠しい。

ごーら（にがうり），きぅだいぅくに（島にんじん）
たまな（キャベツ）

＜自分たちの地域に伝わる琉球料理＞

きゅーや，しぅとぅむでぃぬ　 つんぼん　はいしゃ　ほーだーどぅ　

きさから　やーさ　しーだ（しーる）。

今日は，朝ご飯を食べるのが早かったので，

先ほどから，お腹が空いていた。

あんじー。ばぬん　まちかんてぃー　

しーだゆー。

そうか。私も待ち遠しかった。

ごーやー（にがうり），きぅんだいくに（島にんじん）
たまなー（キャベツ）

すーや，ひり　ふんすんあ　はやたるんがら，きさがら　だーさぬ　ならぬたん。

今日は，朝ご飯を食べるのが早かったので，

先ほどから，お腹が空いていた。

いしない。あぬん　まてぃかんてぃどぅ　

ぶたる。

そうか。私も待ち遠しかった。

ぐや（にがうり），きんだぐに（島にんじん）

たまな（キャベツ）

北 部

宮 古

八 重 山

与 那 国

ごーやー（にがうり）
ちれーくに（島にんじん）
たまなー（キャベツ）

すば（そば） ごーやーちゃんぷーるー

そーみん
（ソーメン）

らふてー

一日の生活２中 南 部

家族と食べるご飯もおいしいですが，学校で，みんなと食べる給食もおいしいものです。月に何回か

出てくる琉
りゅう

球
きゅう

料理も待ち遠しいですね。さて今日は，どんなメニューかな。　楽しみですね。

＜自分たちの地域に伝わる琉球料理＞

＜自分たちの地域に伝わる琉球料理＞

ごーらいいぅきぅ

（にがうり炒め）
いぅずぬまーすに
（魚の塩煮）

＜自分たちの地域に伝わる琉球料理＞

あーさする
（アーサ汁）

ゆしどうふ

そーき（豚のあばら肉）

なんとぅ

（ナントゥ）
ちまとぅぶ
（とうふ）
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ちゅーん　はまてぃ　べんきょー　しちゃんどー。

ちゅーや，うっさち　うわらー。きー　ちきてぃ　けーりよー。

今日は，これで終わろう。気を付けて帰りなさいね。

数学ぬ　宿題　わっしらんきよー。

数学の宿題を忘れるなよ。

あー。

はい。

ちゅーん　にふぇーいぇーびたん。また　あちゃーん　ならーち　とぅらしそーりよー。

今日も，ありがとうございました。また明日。

ちゅーん　はまてぃ　びんちょー　さんろー。
今日も頑張って勉強したよ。

ちゅーや　くりし　うわらな。ちー　ちきてぃ　けーりよー。

今日は，これで終わろう。気を付けて帰りなさいね。

すーがくぬ　しゅくらい　わしりんなよー。

数学の宿題忘れるなよ。

きゅーまい　ぎぅばり　べんきょー
っしぅたいぅどーや。

きゅーん　ぎばり　びんきょー　すーだ。

すーん　いでぃんでぃび　勉強　きたんどぅー。

きゅーや，くいしー　しぅまいぅやー。　きぅぬー　ちぅき　やーんかい　ぴりよー。

今日は，�これで終わろう。気を付けて家に帰りなさいね。

数学ぬ　宿題ゆ　ばっしぃぅなよー。

数学の宿題を忘れるなよ。

おー。

はい。

きゅーまい，たんでぃがーたんでぃ。また　あつぁやー。

今日も，ありがとうございました。また明日ね。

きゅーや　くりし　うわりてぃ　きぅー　ちぅけー　やーかい　はりよー。

今日は，これで終わろう。気を付けて帰りなさいね。

すーがくぬ　べんきょー　ばしぅきなよー。

数学の宿題を忘れるなよ。

うー。

はい。

きゅーや　にふぁいゆー。また　あっつぁらー。

今日も，ありがとうございました。また明日。

すーや，うし　しまるー　だならどぅ　ひるどぅ。

今日は，これで終わろう。気を付けて帰りなさいね。

数学ぬ　宿題　ばちんなゆー。

数学の宿題を忘れるなよ。

おー。

はい。

すーや　あらーぐ　ふがらさ。また　あったや。

今日も，本当にありがとうございました。また明日ね。

北 部

宮 古

八 重 山

与 那 国

一日の生活２中 南 部

ちゅーん　にふぇーれーびたん。

また　あちゃー　やーさ（た）い。

今日も，ありがとうございました。
また明日。

うー。

はい。

今日は，どんな一日でしたか。昨日とは違う新しい発見もあったことでしょう。帰りの会が終われば，

部活動へ向かう人，まっすぐ帰る人，いろいろなパターンがありますね。あなたはどちらかな。
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なまから　部活動。練習かい　いちゅん。
これから部活動。練習に行く。

なまー　たいけーめー　やくとぅ

実戦けーしきっし，　練習さな。

今は，大会前なので，実戦形式で練習します。

まじぇー　ぼーる　なぎーしとぅ，ばっと

ふいるくみんかい　わかりてぃ　試合っし　んーら。

まずは，球を投げる方（守備側）とバットを持つ組
（攻撃側）に分かれて試合をしてみよう。

うー。

はい。

んなまから　部活動んかい　練習っしぅが　いきぅ。

くりからー  ぶかつどー，れんしゅー  しな  はるん。

ないがらー　部活動。練習んき　んでぃひるん。

あんしぇー　くくる　ひきしみてぃ　

するてぃ　いかな。

それでは，心を引き締めて，そろって行こう。

あんしぇー　

にん　いっとーてぃ　さな。

それでは，集中していこう。

ないや，大会まいどぅ　あるんがら　実践形式し　練習　きるん。

今は，大会前なので，実戦形式で練習します。

おー。　はい。
までぃや　たまなんえる　 つとぅとぅ　ばっとぅ　ふる　くみんき　ばがりてぃ　
試合　きーんぬゎー。

まずは，球を投げる方（守備側）とバットを持つ組（攻撃側）に分かれて試合をしてみよう。

いた，くぐる　くんちみてぃ　するいてぃ　ひろー。

それでは，心を引き締めて，そろっていこう。

でぃー，いた，集中　きてぃ　ひろー。　さあ，それでは集中していこう。

きゅーや　ずぶんまい　やりき　ふんとーぬ　かたちぅし　れんしゅー　さらー。

今は，大会前なので，実戦形式で練習します。

うー。　はい。
まぞー　たまなんぎーとぅ　ばっとぅ　むちぅに　ばがれー　
しあい　しー　みやーむー。

まずは，球を投げる方（守備側）とバットを持つ組（攻撃側）に分かれて試合をしてみよう。

あんずかー　きぅ　しぅめーり　するいり　いからー。

それでは，心を引き締めて，そろって行こう。

さー　あんずかー　しゅーちゅー　しーり　はじみら。　さあ，それでは集中していこう。

んなまー，大会まい　やーば，試合とぅ　んーだかなしー　練習すーでぃ。

今は，大会前なので，実戦形式で練習します。

んー（んがな）。　はい。
まずがーてぃ　たもー　なぎぅぐみとぅ　うちぅぐみとぅん　ばかーり
試合ゆ　しーみー。

まずは，球を投げる方（守備側）とバットを持つ組（攻撃側）に分かれて試合をしてみよう。

あちぅかー　きぅもー　わいてぃ　するい　いかやー。

それでは，心を引き締めて，そろって行こう。

ずー，あら　きぅもー　たみ　いかやー。　さあ，それでは集中していこう。

つなんまから　部活動。れんしゅーけ　いちゅん。
つなんまや　大会めー　いぇーくとぅ，そーしーぬぐとぅ　れんしゅー　すん。

今は，大会前なので，実戦形式で練習します。

あー。はい。

まじや　ぼーる　なぎーすとぅ，ばっと　ふいすとぅ，

わかりてぃ　試合　しち　んだー。

まずは，球を投げる方（守備側）とバットを持つ組（攻撃側）に分かれて試合をしてみよう。

あっしねーや，くくる　ひきしみてぃ　するてぃ　いかな。

それでは，心を引き締めて，そろって行こう。

あっしねーや，にん　いってぃ　いかー。

さあ，それでは集中していこう。

北 部

宮 古

八 重 山

与 那 国

一日の生活２中 南 部

正規の授業が終わり，放課後は部活動の時間。体育系や文科系，あなたの学校には，いくつの部が活

動していますか。太郎君は，野球部に所属しています。さあ，これから練習が始まりますよ。
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ちゅーや　いぃー　つぴー　いぇーたん。

ちゅーや，がっこー　ちゃっち　げーたる。

今日は，学校どうだった。

ちゅーや　いぃー　 つぴー　いぇーたん。宿題や　あたとんでぃち

せんせーけ　ふみらったん。

今日は良い日だった。�宿題 (の答え )が合っていたので先生にほめられた。

うりから　給食や　まーはむん　いじとーたんどー。

あっち，部っちや　ホームラン　うっちゃん。

それから給食では，美味しいものが出ていた。そして，部活動ではホームランを打った。

いぇーん， つきわたんやー。　そう，頑張ったね。

ちゅーや　いぃー　ふぃー　やたん。
今日は良い日だった。 きゅーや　ぞー　ぴぅかじぅどぅ　やたいぅ。

きゅーや　いー　ぴゅーる　やだ。

すーや　いーちどぅ　あたる。

きゅーや，学校や　のーばしーが　やたりゃー。

今日は，学校どうだった。

きゅーや　ぞー　ぴぅかじぅどぅ　やたいぅ。宿題ぬ　あたり　うたいばどぅ

しんしーん　ぷみらいたいぅ。

今日は良い日だった。宿題（の答え）が合っていたので先生にほめられた。

ういから　給食んな，んまむぬぬどぅ　いでぃ　うたいぅどー。

あんちー　しってぃ　部ーんうてぃや，ホームランぬどぅ　うちぅたいぅじゅー。

それから給食では美味しいものが出ていた。そして，部活動ではホームランを打った。

あんちーなー，ぞーむぬさいが。　そう，良かったね。

きゅーや，がっこーや　のーしどぅ　うだ。

今日は，学校どうだった。（何かあった。）

きゅーや　いー　ぴどぅ　やだ。

宿題ぬ　くたいぬ　あたりてぃ　しんしーかい　ふみらりだ。

今日は良い日だった。宿題の答えが合っていたので先生にほめられた。

うりから　ぴろーむのーや　んまさーる　むんぬ　いでーだ。

あんてー　部ー（ん）がれーや　ホームラン　うちぅだ。

それから給食では美味しいものが出ていた。そして，部活動ではホームランを打った。

あんじー　でぃかしぇーれんゆらー。　そう，良かった（でかした）ね。

すーや，がっくや　ぬんに　ぶたあ。

今日は，学校どうだった。（何かあった。）

すーや　いーちどぅ　あたる　宿題あ　あたいぶたば　しんしんき　ふみらりたん。

今日は良い日だった。宿題（の答え）が合っていたので先生にほめられた。

うんからんき　給食にや　まーる　むぬんあどぅ　とぅんでぃぶたる。

うんにてぃ，部にや　ホームラン　うてぃたん。

それから給食では美味しいものが出ていた。そして，部活動ではホームランを打った。

いしー，どぅっとぅ　まいふな。　そう，良かったね。

やみ，ゆたさたんやー。

そう，良かったね。

北 部

宮 古

八 重 山

与 那 国

ちゅーや　いぃー　ふぃー　やたん。　

しゅくれーや　あたとーたくとぅ　しんしーんかい　ふみらったん。

うりから　きゅーしょこー，まーさむん　っんじとーたん。

あんし，部うぅてー　ホームラン　うっちゃん。

今日は良い日だった。宿題 (の答え ) が合っていたので先生にほめられた。
それから給食では，美味しいものが出ていた。そして，部活動ではホームランを打った。

ちゅーや，がっこー　ちゃー　やたが。

今日は，学校はどうだった。

一日の生活２中 南 部

晩ご飯も終えて，一家団らんの時間です。太郎君は，今日一日を振り返っています。充
じゅう

実
じつ

した一日だ�

ったようですね。みなさんは，どんなことを家族に話しますか。
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