がちまやー
ちゅーや やーかいけーたるとぅちねー
いーにういぬあたさー
ぬーやたがやー？あんしまーさぎさんやー
うんじょーちゅくたるむんどぅやたる
ちゃんぷるーやたがやー？いりちーやたがやー？
うりかうちなーすばやたがやー？
やしがよー、さちほど、まぎさるくゎっちーかでぃちゃんどー！
[サビ]：
ちゃーすがやーありかみぶさっさー
やしがよーなーちゅふぁーらなとーさ
ちゃーすがやーありかみぶさっさー
ちゃーすがやーなーでーじなとーん
かめーかめーんでぃいーらったるむん
かむしぇーましやさやー
あんしから、くぬかばっしんだんてぃん
いっぺーまーさんでぃわかいんどー
じーまーみどーふやたがやー？どぅるわかしーやたがやー？
うりかさーたーあんだぎーやたがやー？
やしがよー、さちほど、まぎさるくゎっちーかでぃちゃんどー
[サビ]
「やーさどぅまーさ」んでぃいーしが。やしが、やーしくないるまでぃまたりーがやー？
[サビ]

ぶーさー
んかしから「ぶーさー」んでぃ いーる あしびぬ あるばー
わらびんちゃーから うふっちゅまでぃ ないさー
くれー てぃーちぬ てぃーあしび なとーさやー
やしが、みーちぬ いーび びけー ちかとーるばー
いしとぅ かび、はさんぬ かわいに（ぶーさーし）
んなー いーんじゃすしぇー「ぶーさーし」（ぶーさーし）
いしとぅ かび、はさんぬ かわいに（ぶーさーし）
さだみらりらんぐとぅ やれー ぶーさーっし
うふ いーびや「ぶー」、ちゅさし いーびや「さー」、いーびんぐゎーや「し」

どぅやしむんやさやー
うふ いーびや「ぶー」、ちゅさし いーびや「さー」、いーびんぐゎーや「し」
あんしから かちまきや：
うふいーびや っちゅさしいーびんかい かちゅしが、
いーびんぐゎーや っちゅさしいーびんかい まきーさ。
いーびんぐゎーや っちゅさしいーびんかい かちゅんてー
やしが、いぬ いーび んじゃしーねー なーちゅけーん さんとーならんさー
いしとぅ かび、はさんぬ かわいに（ぶーさーし）
んなー いーんじゃすしぇー「ぶーさーし」（ぶーさーし）
いしとぅ かび、はさんぬ かわいに（ぶーさーし）
さだみらりらんぐとぅ やれー ぶーさーっし

しまくとぅば
わったー うちなーや むとぅから 国どぅやたる
うしなたるむんぬうむいやいっぺーなちかさぬ
なーだ ちゅらさる 海とぅ てぃんぬ あしが
くりから なーふぃん うしなてぃ ならんさやー
しまくとぅば わしーねーくにん わしゆん
くにわしーねー うやん わしゆん
なま わったーや しけーぬ あまくまんかい をぅくとぅ
わったーやさ まじゃま いるんな くとぅばどぅ はなする
むとぅからぬ しまぬくとぅば わしてぃ ならんさー
くとぅばねーん ないねー わったーや しまんちゅ あらんないんどー
しまくとぅば わしーねー くにん わしゆん
くに わしーねー うやん わしゆん
ふぁーふじや うたとーる うたー うしなららん
うやぬ ゆしぐとぅや わしららん
しまくとぅば わしーねー くにんわしゆん
くにわしーねー うやん わしゆん
わったー しまや むとぅから 国どぅやたる

たーやが？
くいけーしげーし はなし ちちゃん
っやーぬ くとぅ いっぺー うむっさん
からじぬ きー あかさぬ、っやーや にんじんやか ぐまさん
いったーや 海やからどぅ やる
うふぉーくぬ いゆ ちらりゆん
いゆ いっぺー しちなとーらやー
やしが いゆぬ みー びけー かむん
わんや いゆぬみー かまんくとぅ
っやーや むるかでぃん しむさ
わったー ふにんかい まじゅん ぬいーねー
くびちりどぅし ならりーさやー
がじまる をぅてぃ くらちょーん んでぃ んなが わかとーん
わんや なーだ んーじぇーをぅらんしが っやーぬくとぅ しんじとーん
くしそーしぇー 海ぬたく、やーな くくるむち ないさやー
あんし たうちーぬなちぐぃー、やがまさぬ しぐ ひんぎーさやー
わんや たうちーふーじ うたらんくとぅ しわさんてぃん しむさー
あし、たーちぬてぃーびけーむっちょーさー。てぃーやーちむてーをぅらん！
がじまる をぅてぃ くらちょーん んでぃ んなが わかとーん
わんや なーだ んーじぇーをぅらんしが っやーぬくとぅ しんじとーん
めーいる ひーふーさぬ やーかい とぅいーが ちゅーん
やしが わんやひーひーねー 海んかい なぎらりゆん
あぬひーん、くぬひーん、うかーさくとぅ
あんさーに たげーに きーちきらやー
たげーに きーちきらやー
がじまる をぅてぃ くらちょーん んでぃ んなが わかとーん
わんや なーだ んーじぇーをぅらんしが っやーぬくとぅ しんじとーん

もーあしびー
ちゅーゆーるや ひーまやがやー？
あしびーがいかに？
くぬ三線むっちいちゅんどー うんじょー まじゅん うたらに？
どぅーちゅいっし うたいしぇー さびさくとぅ

浜んかい まじゅん いかや
村ぬっちゅぬちゃーや むるをぅさ
うたいがちー、んな もーてぃ
あんぐゎたーや てぃーさじ むっちんじ
くぬよーしや ぬーすが、わからんっちゅ をぅがやー？
もーあしびー、うたたいもーたい
もーあしびー、てぃーだぬ あがいる までぃん
うぬてぃーさじや わんにんかい くぃーがやー？
たーちぬ ふぃさっし しーな されー
あんし いー あんべー ないさやー
うすぬ にういっし うてぃちちゅん
あれー ぬちぐすい どぅ やくとぅ
やしが、三線ぬうとぅ ちちーねー はねーかち いちゅん
もーあしびー、うたたいもーたい
もーあしびー、てぃーだぬ あがいる までぃん
うぬてぃーさじや わんにんかい くぃーがやー？
なま 浜をぅてぃ ちじゅやーや「ちゅい、ちゅい」んでぃ あびとーん
やしが くぬゆー うっさすさやー
なー ちゅい びけー あらん ないんどー
もーあしびー、うたたいもーたい
もーあしびー、てぃーだぬ あがいる までぃん
うぬてぃーさじや わんにんかい くぃーがやー？

