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山梨県言語地図 045 さとがえり(里帰)                         昭 42(1967)-S57('82)調査 

地点番号 第一答(K1) 第二答(K2) 第三答(K3) 備 考 

02-01 ﾐﾂﾒ ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ   K2:誘導､(02YMS 増穂､S42('67).7) 

02-02 ﾐﾂﾒ ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ   K2:誘導 

02-03 ﾐﾂﾒ ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾑｹ K2:理解語､K3:誘導､K4:ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ(誘導) 

02-04 ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ ﾐﾂﾒ     

02-05 ﾐﾂﾒ ｻﾄｶﾞｴﾘ   
K1:誘導･一般的､K2:その後ちょいちょい帰る

こと 

02-06 ﾐﾂﾒ ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾑｹ K3:誘導､K4:ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ(誘導) 

02-07 ﾐﾂﾒ ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ K2:誘導･稀､K3:誘導､ｲﾂﾂﾒ･ﾅﾅﾂﾒがある 

02-08 ﾐﾂﾒ ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾑｹ K1･K2:区別あり､K3:誘導 

02-09 ﾐﾂﾒ ｻﾄｶﾞｴﾘ   K1:古 

02-10 ﾐﾂﾒ ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ K1･K2･K3:区別なし 

02-11 ﾐﾂﾒ ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾑｹ K1:老､K3:誘導､K4:ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ(誘導) 

02-12 ﾐﾂﾒ ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ K3:初孫のとき 

02-13 ﾐﾂﾒ ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾑｹ K1･K2:区別あり､K3:誘導､K4:ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ(誘導) 

02-14 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ   K1･K2:区別あり､K2:三日後に帰ること 

02-15 ﾐﾂﾒ ｵｻﾄｶﾞｴﾘ ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ K1:三日目に帰ること､K3:誘導 

02-16 ﾐﾂﾒ ｻﾄｶﾞｴﾘ   K1:挙式後３日目に帰ること･多 

02-17 ﾐﾂﾑｹ ｲﾂﾂﾑｹ   
K1:三日目に帰る･古､K2:五日目に帰ること､

その後帰るのは言い方なし 

02-18 ﾐﾂﾒ ｲﾂﾂﾒ ｻﾄｶﾞｴﾘ K4:ﾐﾂﾑｹ(誘導) 

02-19 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ   K2:３日後のとき 

02-20 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ   K2:誘導 

02-21 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ｲﾂﾂﾒ K2:三日目､K3:五日目 

02-22 ｵｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ｲﾂﾂﾒ   

02-23 ｵｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ｵｻﾄｹﾞｰﾘ K2:古 

02-24 ﾐﾂﾒ ｻﾄｶﾞｴﾘ     

02-25 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ｲﾂﾂﾒ   

02-26 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ   
K1･K2:昔からいう､その後ちょいちょい帰るこ

とはｻﾄｴｶｴﾙ 

02-27 ﾐﾂﾒ ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾑｹ 
K1:古､K2:今･多､K3:誘導､その後ちょいちょい

帰ることはｻﾄｶﾞｴﾘとはいわない 

02-28 ﾐﾂﾒ     ﾊﾂﾄﾞﾏﾘは初孫の時 

02-29 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ｲﾂﾂﾒ その後ちょいちょい帰ることはｳﾁｴｲｸ 

02-30 ｵｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ   

02-31 ｻﾄｶﾞｴﾘ       

02-32 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ   K2:誘導 

02-33 ｵｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ﾐﾂﾑｹ K2･K3:誘導､時々帰ることは別にいわない 

02-34 ｵｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ   時々帰ることもｻﾄｶﾞｴﾘという 

02-35 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ｲﾂﾂﾒ   

02-36 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ｲﾂﾂﾒ K4:ﾅﾉｶﾒ 

02-37 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ｲﾂﾂﾒ 時々帰ることは別にいわない 

02-38 ﾐﾂﾒ ﾐﾂﾑｹ   K2:誘導､時々帰ることは別にいわない 

02-39 ｵｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ   この辺ではｲﾂﾂﾒはなし 

02-40 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ﾐﾂﾑｹ K3:誘導 

02-41 ﾐﾂﾒ ﾐﾂﾑｹ   K2:誘導 

02-42 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ   K2:三日目に帰ること､時々帰ることもｻﾄｶﾞｴﾘ 

02-43 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ﾐﾂﾑｹ K3:誘導､時々帰ることは特に言い方なし 

02-44 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ ﾐﾂﾒ 
K2･K3:多､K4:ﾐﾂﾑｹ(誘導)､時々帰ることは特

に言い方なし 

02-45 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ﾐﾂﾑｹ K2･K3:誘導 

03-01 ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ K4:ｲﾂﾂﾒ､K3:誘導､(03YMI 身延､S43('68).7) 

03-02 ﾐﾂﾒ ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ K4:ｲﾂﾂﾒとも､K1:昔･多､K2:今･少､K3:今･多 

03-03 ﾐﾂﾒ ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ K3:誘導 

03-04 ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ K3:誘導 

03-05 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ K3:誘導 

03-06 ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ ﾐﾂﾒ ｻﾄｶﾞｴﾘ K1:今､K3:誘導･理解語 

03-07 ﾐﾂﾒ ｻﾄｶﾞｴﾘ   K2:誘導 

03-08 ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ ﾐﾂﾒ ﾐﾂﾑｶｲ K4:ｻﾄｶﾞｴﾘ､K5:ﾌﾀﾂﾒ 

03-09 ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ ﾋｻﾞﾅｵｼ ｻﾄｶﾞｴﾘ K4:ﾐﾂﾒ(誘導)､K5:ｲﾂﾂﾒ 

03-10 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ K4:ｲﾂﾂﾒ(誘導) 

03-11 ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ ﾐﾂﾒ ｲﾂﾂﾒ K4:ｻﾄｶﾞｴﾘ､K1:今･若､K2･K3:昔 

03-12 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ K4:ｲﾂﾂﾒ(誘導)､K5:ﾋｻﾞﾅｵｼ(誘導) 

03-13 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ K3:誘導 

03-14 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ K1:今､K2:昔､K3:誘導 

03-15 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ K4:ﾋｻﾞﾅｵｼ(誘導)､K3:誘導 

03-16 ﾋｻﾞﾅｵｼ ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ ｻﾄｶﾞｴﾘ K4:ﾐﾂﾒ､K3:誘導 

03-17 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ K4:ﾋｻﾞﾅｵｼ(誘導)､K5:ﾐﾂﾒｹｲ､K6:ﾐﾂﾑｶｲ 
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03-18 調査票欠       

03-19 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ   

03-20 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ｲﾂﾂﾒ K4:ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ､K2･K3:昔から 

03-21 ﾐﾂﾒ ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ K2･K3:誘導 

03-22 ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ K1 ｰ K3:誘導 

03-23 ﾋｻﾞﾅｵｼ ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ 
K4:ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ(誘導･初の子供を伴う場合)､K2･

K3:昔･今多 

03-24 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ ﾐﾂﾒ K2:子供が生まれて里帰りの場合 

03-25 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ   

03-26 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ ﾐﾂﾒ K4:ｲﾂｶﾒ､K3:誘導･昔 

03-27 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ ﾐﾂﾒ K3:誘導 

03-28 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ ﾐﾂﾒ   

03-29 ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ   

03-30 ﾐﾂﾒ ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ K3:誘導 

03-31 ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ ﾐﾂﾒ ﾐﾂﾑｹ K4:ｻﾄｶﾞｴﾘ(誘導･今)､K1:昔､K2:今､K3:誘導 

03-32 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾋｻﾞﾅｵｼ ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ K4:ﾐﾂﾒ､K3:誘導 

03-33 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ   

03-34 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ K1:今 

03-35 ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ ﾋｻﾞﾅｵｼ ﾐﾂﾒ K4:ｻﾄｶﾞｴﾘ(誘導)､K5:ｲﾂﾂﾒ(誘導) 

03-36 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ ｲﾂﾂﾒ   

03-37 ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ ﾐﾂﾒ   K2:誘導 

03-38 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ｲﾂﾂﾒ K4:ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ､K5:ﾋｻﾞﾅｵｼ(誘導) 

03-39 ﾋｻﾞﾅｵｼ ﾐﾂﾒ ｲﾂﾂﾒ K4:ｻﾄｶﾞｴﾘ(誘導)､K5:ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ(誘導)､K1:昔 

03-40 ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ ﾐﾂﾒ ｲﾂﾂﾒ K4:ｻﾄｶﾞｴﾘ､K2 ｰ K4:誘導 

03-41 ﾐﾂﾒ ｲﾂﾂﾒ ｻﾄｶﾞｴﾘ K3:誘導 

03-42 ﾐﾂﾒ ｲﾂﾂﾒ ｻﾄｶﾞｴﾘ K3:誘導 

03-43 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ｲﾂﾂﾒ K4:ﾅﾅﾂﾒ､K3･K4:誘導 

03-44 ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ ﾐﾂﾒ ｲﾂﾂﾒ K2･K3:誘導 

04-01 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾑｶｴ ﾐﾂﾒ 
K2･K3:同じこと､(04YKN 鰍沢･中富､

S44('69).2･S45) 

04-02 ﾐﾂﾒ ｻﾄｶﾞｴﾘ ｲﾂﾂﾒ K2･K3:誘導 

04-03 ﾐﾂﾒ ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ     

04-04 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ   

04-05 ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ K1:昔､K2:今､K3:３日目に帰ること 

04-06 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ   

04-07 ｻﾄｹﾞｰﾘ ﾐﾂﾐ ﾐﾂﾑｹ K4:ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ､K2:誘導 

04-08 ﾐﾂﾒ ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ     

04-09 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ     

04-10 ﾐﾂﾒ ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ     

04-11 ﾐﾂﾒ ｻﾄｶﾞｴﾘ   ﾊﾂﾄﾞﾏﾘは子供が産まれた時に帰ること 

04-12 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ｲﾂﾂﾒ 主に３日目に帰る 

04-13 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾐ ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ K2:誘導 

04-14 ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾐ K4:ｲﾂﾂﾒ 

04-15 ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ ﾐﾂﾒ ｻﾄｶﾞｴﾘ K3:誘導 

04-16 ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ K4:ｲﾂﾂﾒ 

04-17 ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ ﾐﾂﾒ     

04-18 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ ﾐﾂﾒ   

04-19 ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ   

04-20 ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ K1:昔 

04-21 ﾐﾂﾒ ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ     

04-22 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ   

04-23 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ     

04-24 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ   

04-25 ﾐﾂﾒ ﾌﾀﾒ   K1:３日目に･今でも､K2:２日目に･今でも 

04-26 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ   

04-27 ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ ﾐﾂﾒ     

04-28 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ﾐﾂﾑｹ K4:ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ 

04-29 ﾐﾂﾒ ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ     

04-30 ﾐﾂﾒ ﾌﾀﾂﾒ ｻﾄｶﾞｴﾘ K2:２日目に 

04-31 ﾐﾂﾒ       

04-32 ﾐﾂﾒ ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ     

04-33 ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ   

04-34 ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ K1:普通 

04-35 ﾐﾂﾒ ｲﾂﾂﾒ ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ   

04-36 ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ ｻﾄｹｰﾙ     

04-37 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ﾅﾅﾂﾒ K3:７日目に 

04-38 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ K2･K3:誘導 

04-39 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ   

05-01 ｻﾄｶﾞｴﾘ     ､(05YNK 中巨摩､S46('71).2) 
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05-02 ｵｻﾄｹﾞｰﾘ ﾐﾂﾒ   K2:誘導 

05-03 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ﾐﾂﾒｶﾞｴﾘ   

05-04 ｻﾄｹﾞｰﾘ ｵｻﾄｹﾞｰﾘ ﾐﾂﾒ   

05-05 ｵｻﾄｶﾞｴﾘ ｻﾄｹﾞｰﾘ ﾐﾂﾒ 
K4:ｲﾂﾂﾒ(誘導･5 日目に帰る)､K3:３日目に帰

る意 

05-06 ｵｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ   K2:3 日目に帰る 

05-07 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ K4:ｲﾂﾂﾒ､K3:誘導･少 

05-08 ｻﾄｶﾞｴﾘ ｵｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ   

05-09 ｻﾄｶﾞｴﾘ ｵｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ K3:誘導 

05-10 ﾐﾂﾒ ｵｻﾄｶﾞｴﾘ ｻﾄｶﾞｴﾘ   

05-11 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾐ ﾐﾂﾒ K4:ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ(誘導) 

05-12 ｻﾄｶﾞｴﾘ ｵｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ K2:丁寧 

05-13 ﾐﾂﾒ ｻﾄｶﾞｴﾘ ｲﾂﾂﾒ K3:少 

05-14 ｻﾄｹﾞｰﾘ ﾐﾂﾒ   K2:誘導･多くの場合 3 日目に帰るから 

05-15 ｵｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ   
K2:誘導､子供が出来て初めて帰る場合はﾊﾂ

ﾄﾞﾏﾘ 

05-16 ｻﾄｶﾞｴﾘ ｵｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ K3:誘導 

05-17 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ K3:誘導 

05-18 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ K1:多､K3:誘導･少 

05-19 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ   K1:1 度目の時､K2:三日目 

05-20 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ   K2:三日目 

05-21 ﾐﾂﾒ ｻﾄｶﾞｴﾘ   K2:誘導 

05-22 ﾐﾂﾒ ｲﾂﾂﾒ ｵｻﾄｹﾞｰﾘ 
K1:単に三日目で昔は三日目に決まってい

た､K3:誘導･今 

05-23 ﾐﾂﾒ ｻﾄｶﾞｴﾘ   K1:三日目に帰るから 

05-24 ｵｻﾄｹﾞｰﾘ ﾐﾂﾒ     

05-25 ﾐﾂﾒ ｲﾂﾂﾒ   K1:三日目に帰ること､K2:五日目に帰ること 

05-26 ｵｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ｲﾂﾂﾒ   

05-27 ｵｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ K2･K3:誘導 

05-28 ﾐﾂﾒ ｻﾄｶﾞｴﾘ     

05-29 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ｲﾂﾂﾒ K3:五日目のこと 

05-30 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ﾐﾂﾒｶﾞｴﾘ K4:イツツメ(誘導･理解語) 

05-31 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ｲﾂﾂﾒ K2:三日目､K3:五日目 

05-32 ﾐﾂﾒ ｲﾂﾂﾒ ｻﾄｶﾞｴﾘ K1:三日目､K2:五日目､K3:誘導･K1K2 の総称 

05-33 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐｯｶﾒ ﾐﾂﾒ K3:誘導･多 

05-34 ｵｻﾄｶﾞｴﾘ ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ K3:三日目に帰ること 

05-35 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ｻﾄｹﾞｰﾘ K3:誘導 

05-36 ﾐﾂﾒ ｲﾂﾂﾒ     

05-37 ﾊﾂｶﾞｴﾘ ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ   
K1･K2:嫁一人で帰ること､K2:誘導､嫁と姑が

一緒に行くことを ｵｼﾝｷｬｸ､ﾐﾂﾒ という｡ 

05-38 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ     

05-39 ｵｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ｲﾂﾂﾒ   

05-40 ﾐﾂﾒ ｻﾄｶﾞｴﾘ   K1:三日目に帰ること､K2:誘導 

06-01 ﾐﾂﾒ ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ ､(06YMN 南部､S47('72).7) 

06-02 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ｲﾂﾂﾒ K4:ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ､K5:ﾋｻﾞﾅｵｼ 

06-03 ﾋｻﾞﾅｵｼ ｲﾂﾂﾒ ﾐﾂﾒ K4:ﾌﾀﾂﾒ､(本項目は地図からの転記) 

06-04 ﾋｻﾞﾅｵｼ ﾌﾀﾂﾒ ｻﾄｶﾞｴﾘ K4:ﾐﾂﾒ 

06-05 ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ ｲﾂﾂﾒ ﾐﾂﾒ K4:ｻﾄｶﾞｴﾘ､K5:ﾋｻﾞﾅｵｼ 

06-06 ｻﾄｶﾞｴﾘ ｲﾂﾂﾒ ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ   

06-07 ﾐﾂﾒ ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾋｻﾞﾅｵｼ K4:ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ 

06-08 ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ ﾐﾂﾒ ｻﾄｶﾞｴﾘ   

06-09 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ﾌﾀﾂﾒ K4:ｲﾂﾂﾒ.K5:ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ 

06-10 ﾐﾂﾒ ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ K4:ﾌﾀﾂﾒ 

06-11 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ K4:ﾋｻﾞﾅｵｼ 

06-12 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ K4:ﾋｻﾞﾅｵｼ 

06-13 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ﾋｻﾞﾅｵｼ   

06-14 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ     

06-15 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ K4:ﾋｻﾞﾅｵｼ 

06-16 ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ K4:ﾋｻﾞﾅｵｼ 

06-17 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ｲﾂﾂﾒ K4:ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ､K5:ﾋｻﾞﾅｵｼ 

06-18 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ K4:ﾋｻﾞﾅｵｼ 

06-19 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ K4:ﾋｻﾞﾅｵｼ 

06-20 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ﾋｻﾞﾅｵｼ   

06-21 ﾐﾂﾒ ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ ﾋｻﾞﾅｵｼ   

06-22 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ﾋｻﾞﾅｵｼ   

06-23 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ｲﾂﾂﾒ K4:ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ 

06-24 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ｲﾂﾂﾒ K4:ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ､K5:ﾋｻﾞﾅｵｼ 

07-01 ﾐﾂﾒ ﾋｻﾞﾅｵｼ   
ｲﾂﾂﾒは昔あったらしい､(07YMT 富沢町､

S48('73)･8;49) 
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07-02 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ 
K2:３日目に帰るから･今は言わない､K3:誘

導･昔 

07-03 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ﾅﾅﾂﾒ 
K4:ﾋｻﾞﾅｵｼ(誘導)､K2:三日目に帰る､K3:七日

目に帰る 

07-04 ﾐﾂﾒ ﾌﾀﾂｺﾒ ｲﾂﾂﾒ 
K4:ｻﾄｶﾞｴﾘ(普通)､K5:ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ(赤ん坊と一緒に

帰ったときに言う･里帰りには関係なし) 

07-05 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ｲﾂﾂﾒ K4:ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ(誘導)､K2:誘導･三日目に帰ること 

07-06 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ｲﾂﾂﾒ K2･K3:昔 

07-07 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ｲﾂﾂﾒ   

07-08 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ﾌﾀﾂﾒ 
K4:ｲﾂﾂﾒ､ﾋｻﾞﾅｵｼはおむこ様に対して言う言

葉 

07-09 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ 
K4:ﾋｻﾞﾅｵｼ(誘導)､K5:ﾌﾀﾂﾒ(誘導)､K6:ｲﾂﾂﾒ

(誘導)､K2:誘導､K3:誘導･少 

07-10 ﾐﾂﾒ ｲﾂﾂﾒ ﾅﾅﾂﾒ K4:ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ(誘導･K1･K2 を含む) 

07-11 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ｲﾂﾂﾒ K2:誘導･昔､K3:誘導 

07-12 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ     

07-13 ﾐﾂﾑｶｴ ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ 
K4:ﾋｻﾞﾅｵｼ(誘導)､K5:ｲﾂﾂﾒ(誘導)､K1:三日目

に帰る､K3:誘導 

07-14 ｵﾔﾄﾞﾘ ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ 
K4:ﾅﾅﾂﾒ､K5:ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ(誘導)､K6:ﾋｻﾞﾅｵｼ(誘

導)､K3:誘導 

07-15 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒｶﾞｴﾘ ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ 
K4:ﾌﾀﾂﾒ(誘導)､K5:ｲﾂﾂﾒ(誘導)､K6:ﾋｻﾞﾅｵｼ

(誘導)､K3:誘導 

07-16 ﾐﾂﾒ ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾌﾀﾂﾒ 
K4:ﾋｻﾞﾅｵｼ(誘導･K1 に同じ)､K5:ｲﾂﾂﾒ(誘導)､

K1:初めて帰る､K2:ちょいちょい帰る 

07-17 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾋｻﾞﾅｵｼ ﾐﾂﾒ 
K4:ﾌﾀﾂﾒ(誘導)､K5:ｲﾂﾂﾒ(誘導･昔の事)､K1:い

つ帰っても､K3:昔の事 

07-18 ﾌﾀﾂﾒ ﾐﾂﾒ ﾋｻﾞﾅｵｼ K1:今､K2:昔､K3:誘導 

07-19 ｵｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ﾋｻﾞﾅｵｼ K2:誘導､K3:多 

07-20 ｵｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ﾋｻﾞﾅｵｼ 
K4:ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ(誘導･初めて実家に泊まること)､

K5:ﾌﾀﾂﾒ(誘導･今)､K2:昔･実家に泊まらない 

07-21 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ﾋｻﾞﾅｵｼ 
K4:ﾌﾀﾂﾒ(誘導･今)､K5:ｲﾂﾂﾒ(誘導･昔)､K3:誘

導 

07-22 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ｲﾂﾂﾒ 
K4:ﾋｻﾞﾅｵｼ(誘導･泊まらない)､ﾋｻﾞﾅｵｼに三日

目(ﾐﾂﾒ)に行った。 

07-23 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ﾋｻﾞﾅｵｼ K3:誘導 

07-24 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾋｻﾞﾅｵｼ ﾐﾂﾒ K4:ｲﾂﾂﾒ､K2･K3:誘導 

07-25 ﾐﾂﾒ ｲﾂﾂﾒ ｻﾄｶﾞｴﾘ K4:ﾋｻﾞﾅｵｼ(誘導)､K3:誘導･理解語 

07-26 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ﾊﾂﾕｷ 
K4:ﾋｻﾞﾅｵｼ､K5:ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ(誘導)､K6:ｲﾂﾂﾒ､K7:ﾅ

ﾅﾂﾒ､K2:多 

07-27 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ 

K4:ﾌﾀﾂﾒ(誘導)､K5:ｲﾂﾂﾒ(誘導)､K6:ﾋｻﾞﾅｵｼ

(誘導･一週間たって行く場合)､K1:チョイチョイ

行くこと､K2･K3:誘導 

07-28 ﾐﾂﾒ ﾋｻﾞﾅｵｼ     

07-29 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ     

07-30 ﾐﾂﾒ ｻﾄｶﾞｴﾘ ｲﾂﾂﾒ K4:ﾋｻﾞﾅｵｼ(誘導)､K3:誘導 

07-31 ｼﾝｷｬｸ ﾐﾂﾒ ﾋｻﾞﾅｵｼ K3:誘導､ﾊﾂﾄﾞﾏﾘは K2 などの後のこと 

08-01 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ   
K2:誘導･３日目に里帰りすること､(08YMT 南

都留､S50('75).8･S51) 

08-02 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ   K2:誘導･昔 

08-03 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ   K2:誘導 

08-04 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ   K2:理解語 

08-05 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ   K2:傍の人 

08-06 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ   K2:誘導 

08-07 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ   K2:誘導 

08-08 ﾐﾂﾒ ｻﾄｶﾞｴｼ     

08-09 ｻﾄｶﾞｴｼ ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ K3:誘導 

08-10 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ｲﾂﾂﾒ K3:５日目に里帰りすること 

08-11 ﾐﾂﾒ ｻﾄｶﾞｴｼ ｲﾂﾂﾒ K2:祝言直後に帰ること 

08-12 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ   K2:昔 

08-13 ﾐﾂﾒ ｻﾄｶﾞｴｼ     

08-14 ﾐﾂﾒ ｻﾄｶﾞｴﾘ     

08-15 ﾐﾂﾒ ｲﾂﾂﾒ ｻﾄｶﾞｴﾘ K3:今 

08-16 ｻﾄｷﾞｬｰｼ ｻﾄｷﾞｬｰﾘ ﾐﾂﾒ K3:誘導 

08-17 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ   K2:誘導 

08-18 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ   K2:昔 

08-19 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ   K2:誘導 

08-20 ﾐﾂﾒ ｻﾄｶﾞｴﾘ     

08-21 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾋﾄﾂﾒ ﾐﾂﾒ 
K2:初めて帰ること､K3:誘導･農閑期に帰るこ

と 

08-22 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ     
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08-23 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ     

08-24 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ   K2:誘導 

08-25 ﾐﾂﾒ ｻﾄｶﾞｴﾘ   K1:誘導･K2:理解語 

08-26 ﾐﾂﾒ ｻﾄｶﾞｴﾘ   K2:今 

08-27 ﾐﾂﾒ ｻﾄｶﾞｴﾘ     

08-28 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ     

08-29 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ     

08-30 ﾐﾂﾒ ｻﾄｶﾞｴﾘ   K2:今 

08-31 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ   K2:誘導 

08-32 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ     

08-33 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ   K2:誘導 

08-34 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ   K2:誘導 

08-35 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ     

08-36 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ   K2:誘導 

08-37 ﾊﾂｶﾞｴﾘ ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ ﾐﾂﾒ 
K3:誘導､祝言の翌日親類を招待して祝うこと

をいう 

08-38 ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ ﾐﾂﾒ   
K1:祝言の翌々日に里帰りすること､K2:翌日

嫁の両親を招待することをいった 

08-39 ﾐﾂﾒ ｻﾄｶﾞｴﾘ     

08-40 ﾐﾂﾒ       

08-41 ｻﾄｶﾞｴﾘ ｵﾔﾖﾋﾞ ﾐﾂﾒ   

08-42 ﾐﾂﾒ ｻﾄｶﾞｴﾘ   K2:今 

08-43 ｻﾄｷﾞｬｰﾘ ﾐﾂﾒ     

08-44 ﾐﾂﾒ ｻﾄｶﾞｴﾘ   K2:今 

08-45 ﾐﾂﾒ ｻﾄｶﾞｴﾘ ｻﾄｷﾞｬｰﾘ   

08-46 ﾋｻﾞﾅｵｼ ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ K1:普通､K2:誘導､K3:誘導･昔 

09-01 ﾐﾂﾒ     
K1:３日目に里帰りすること･以下同じ､(09YKT

北都留､S52('77).8-11) 

09-02 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ     

09-03 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ     

09-04 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ   K2:誘導 

09-05 ﾐﾂﾒ ｻﾄｶﾞｴﾘ   K2:奥さん 

09-06 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ   K1:ﾐﾂﾒの次に帰ること 

09-07 ｻﾄｶﾞｴｼ ｻﾄｶﾞｴﾘ     

09-08 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ   K2:誘導 

09-09 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ   K2:誘導 

09-10 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ     

09-11 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ   K2:誘導･昔 

09-12 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ   K1:今 

09-13 ﾐﾂﾒ ｻﾄｶﾞｴﾘ   K1:多､K2:今･若い人が使用 

09-14 ｻﾄｹﾞｰﾘ ﾐﾂﾒ ﾐﾂﾒｹﾞｰﾘ K2:誘導､K3:昔 

09-15 ｻﾄｶﾞｴﾘ ｲﾂﾂﾒ ﾐﾂﾒ 
K2:５日目に里帰りすること･以下同じ､K3:誘

導 

09-16 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ     

09-17 ｻﾄｶﾞｴﾘ       

09-18 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ｼﾝｷｬｸ K3:その後何日もたってから帰る場合 

09-19 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ｲﾂﾂﾒ K4:ﾅﾅﾂﾒ(７日目に帰る場合･以下同じ) 

09-20 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ   K2:誘導 

09-21 ｻﾄｹﾞｰﾘ     ３日目に里帰りする 

09-22 ｻﾄｹﾞｰﾘ ﾐﾂﾒ   K2:誘導 

09-23 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ﾅﾉｶﾒ K2:誘導､K3:７日目の里帰り 

09-24 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ K3:何日もたってからの場合 

09-25 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ   
K1:３日目も･その後ちょいちょい帰ることも言

う､K2:誘導 

09-26 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ     

09-27 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ     

09-28 ｻﾄｶﾞｴﾘ ｻﾄｶﾞｴｼ ﾐﾂﾒ K3:日帰りする 

09-29 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ   K2:誘導 

09-30 ｻﾄｶﾞｴﾘ ｻﾄｶﾞｴｼ ﾐﾂﾒ K1･K2:多､K3:稀に言う 

09-31 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ   K2:誘導 

09-32 ｻﾄｹﾞｰﾘ ｻﾄｶﾞｴｼ ﾐﾂﾒ K1:奥さん､2:多､K3:誘導 

09-33 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ｲﾂﾂﾒ K4:ﾅﾅﾂﾒ 

09-34 ｻﾄｹﾞｪｰｼ       

09-35 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ   K2:誘導･これもｻﾄｶﾞｴﾘとも言う 

09-36 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ｲﾂﾂﾒ   

09-37 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ   K2:誘導 

09-38 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ     

09-39 ｻﾄｶﾞｴﾘ     
K1:３日目か７日目にする･その後はﾄﾏﾘﾆｲｸと

言う 

09-40 ｻﾄｶﾞｴﾘ       
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09-41 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ     

09-42 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ     

09-43 ｻﾄｷﾞｬｰﾘ ﾐﾂﾒ     

09-44 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ   
K2:泊まらない･ほかに夫婦で嫁の実家に行く

ことをﾅﾂﾔｼﾅｲと言う 

09-45 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ     

09-46 ｻﾄｷﾞｬｰﾘ     
その後ちょいちょい帰ることはｲｴﾆｷｬｰﾙと言

う 

09-47 ｻﾄｶﾞｴﾘ ｻﾄｶﾞｴｼ ﾐﾂﾒ   

09-48 ｻﾄｶﾞｴﾘ       

09-49 ｻﾄｶﾞｴﾘ     ﾐﾂﾒは里帰りではない･嫁に来た家で祝う 

09-50 ｻﾄｷﾞｬｰｼ     ﾐﾂﾒは嫁さんの里から３日目に来る 

09-51 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ     

09-52 ｻﾄｶﾞｴﾘ       

09-53 ｻﾄｶﾞｴﾘ     ﾐﾂﾒは嫁をもらった家で祝いをすること 

09-54 ｻﾄｷﾞｬｰｼ ﾐﾂﾒ   
K2:誘導､３日目に婚家へ岩井に行きその晩

はｻﾄｷﾞｬｰｼする 

09-55 ｻﾄｷﾞｬｰｼ ﾐﾂﾒ ｲﾂﾂﾒ   

09-56 ｻﾄｷﾞｬｰｼ ｻﾄｶﾞｴｼ   
K1･K2:３日目またはその翌日にする･その後

はただﾄﾏﾘと言う 

09-57 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ   
K2:誘導･理解語･昔･ﾐﾂﾒ(おひろめ)だからｻﾄ

ｶﾞｴﾘがあるなどと言った 

09-58 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ   K2:３日目で実家に帰らなくてもよい 

09-59 ｻﾄｶﾞｴﾘ ｻﾄｷﾞｬｰﾘ ﾐﾂﾒ K3:理解語 

09-60 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ   
K2:誘導･２日目また１週間たって帰ってもﾐﾂﾒ

と言う 

09-61 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ   K2:誘導 

09-62 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ｲﾂﾂﾒ K2:誘導･昔 

09-63 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ   K2:誘導･３日目に帰るが泊まらない 

09-64 ｻﾄｶﾞｴﾘ     K1:３日目に初めて帰るときだけを言う 

09-65 ｵｻﾄｶﾞｴｼ ﾐｯﾂﾒ   その後ちょいちょい帰ることはﾄﾏﾘﾆｲｸと言う 

09-66 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ     

09-67 ｻﾄｷﾞｬｰﾘ ﾐﾂﾒ   その後はただﾄﾏﾘと言う 

09-68 ｻﾄｷﾞｬｰｼ ﾐﾂﾒ     

09-69 ｻﾄｷﾞｬｰｼ       

09-70 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ K1:多､K2･K3:誘導 

09-71 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ     

09-72 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ｲﾂﾂﾒ 
K4:ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ(里帰りで実家に帰った時のことを

言う)､K2･K3:昔 

09-73 ｻﾄｶﾞｴﾘ ｻﾄｷﾞｬｰｼ ﾐﾂﾒ K3:誘導､その後帰ることはただｶｴﾙと言う 

09-74 ﾐﾂﾒ     その後ちょいちょい帰ることはﾄﾏﾘｰｲｸと言う 

09-75 調査不備       

10-01 ﾐﾂﾒ ｻﾄｶﾞｴﾘ   
K1:３日目に里帰りすること､K2:誘導､(10YHY

東山・東八､S53('78).8-10) 

10-02 ｼﾝｷｬｸ ﾐﾂﾒ   K2:誘導､５日目はｲﾂﾂﾒという 

10-03 ﾐﾂﾒ ｲﾂﾂﾒ ｻﾄｶﾞｴﾘ   

10-04 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ｲﾂﾂﾒ   

10-05 ﾐﾂﾒ ｻﾄｶﾞｴﾘ   K2:誘導 

10-06 ﾐﾂﾒ ｻﾄｶﾞｴﾘ   K2:誘導 

10-07 ﾐﾂﾒ ｻﾄｶﾞｴﾘ     

10-08 ﾐﾂﾒ ｻﾄｶﾞｴﾘ   K2:誘導 

10-09 ｵｷｬｸﾆｶｴﾙ ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ K2･K3:誘導 

10-10 ﾐﾂﾒ ｻﾄｶﾞｴﾘ     

10-11 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ｲﾂﾂﾒ K4:ﾅﾅﾂﾒ(誘導)､K2･K3:誘導 

10-12 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ｲﾂﾂﾒ   

10-13 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ｲﾂﾂﾒ K2･K3:誘導 

10-14 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ     

10-15 ﾐﾂﾒ ｻﾄｶﾞｴﾘ ｲﾂﾂﾒ   

10-16 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ   K2:誘導 

10-17 ﾐﾂﾒ       

10-18 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ｲﾂﾂﾒ   

10-19 ﾐﾂﾒ ｻﾄｶﾞｴﾘ     

10-20 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ K4:ｼﾝｷｬｸ､K2･K3:誘導 

10-21 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ｲﾂﾂﾒ   

10-22 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ｲﾂﾂﾒ K4:ｼﾝｷｬｸ(ｼﾝｷｬｸﾆｲｸ(ｶﾞｸﾙ))､K2:誘導 

10-23 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ｼﾝｷｬｸ   

10-24 ﾐﾂﾒ ｻﾄｶﾞｴﾘ     

10-25 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ   K2:誘導 

10-26 ﾐﾂﾒ ｲﾂﾂﾒ ｻﾄｶﾞｴﾘ   

10-27 ﾐﾂﾒ       
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10-28 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ｲﾂﾂﾒ K2･K3:奥さん 

10-29 ﾐﾂﾒ ｲﾂﾂﾒ ｻﾄｶﾞｴﾘ   

10-30 ﾐﾂﾒ ｻﾄｶﾞｴﾘ     

10-31 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ   K2:誘導 

10-32 ｼﾝｷｬｸ ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ 
K1:昔･婿を新客といった､この婿が行くからｼﾝ

ｷｬｸという､K2:今､K3:理解語 

10-33 ﾐﾂﾒ     K1:誘導 

10-34 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ     

10-35 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ     

10-36 ﾊﾂｶﾞｴﾘ ｺﾞｼﾝｷｬｸ ﾐﾂﾒ   

10-37 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ｲﾂﾂﾒ K2:要時間､K2･K3:昔 

10-38 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ ﾐﾂﾒ K2･K3:誘導 

10-39 ﾐﾂﾒ ｲﾂﾂﾒ ｻﾄｶﾞｴﾘ K3:誘導･新 

10-40 ﾐﾂﾒ ｼﾝｷｬｸ   K2:誘導 

10-41 ﾐﾂﾒ ｼﾝｷｬｸ ｻﾄｶﾞｴﾘ   

10-42 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ   K2:誘導 

10-43 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ｲﾂﾂﾒ K4:ｼﾝｷｬｸ 

10-44 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ   K2:誘導 

10-45 ﾐﾂﾒ ｻﾄｶﾞｴﾘ     

10-46 ﾐﾂﾒ ｻﾄｶﾞｴﾘ     

10-47 ﾐﾂﾒ ｻﾄｶﾞｴﾘ ｼﾝｷｬｸ   

10-48 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ   K2:誘導 

10-49 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ   K2:誘導 

10-50 ｻﾄｶﾞｴﾘ ｼﾝｷｬｸ ﾐﾂﾒ   

10-51 ｼﾝｷｬｸ       

10-52 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ   K2:誘導 

10-53 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ   K1:要時間･誘導､K2:誘導 

10-54 ﾐﾂﾒ       

10-55 ﾐﾂﾒ ｻﾄｶﾞｴﾘ     

10-56 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ   K2:誘導･何日目であってもﾐﾂﾒという 

10-57 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ   K2:誘導 

10-58 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ     

10-59 ﾐﾂﾒ ｻﾄｶﾞｴﾘ     

10-60 ｵｻﾄｶﾞｴﾘ       

10-61 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ   K2:誘導 

10-62 ｵｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ   K2:誘導 

10-63 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ   K2:誘導 

10-64 ﾐﾂﾒ ｻﾄｹﾞｰﾘ     

10-65 ｻﾄｹﾞｰﾘ ﾐﾂﾒ   K2:誘導 

10-66 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ     

10-67 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ     

10-68 ﾐﾂﾒ ｻﾄｹﾞｰﾘ ｻﾄｶﾞｴﾘ K1:誘導 

10-69 ﾐﾂﾒ ｵｻﾄｶﾞｴﾘ     

10-70 ｵｻﾄｹﾞｰﾘ ﾐﾂﾒ     

10-71 ｼﾝｷｬｸ ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ   

10-72 ﾐﾂﾒ ｵｻﾄｶﾞｴﾘ     

10-73 ｻﾄｶﾞｴﾘ ｵｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ K3:誘導 

10-74 ﾐﾂﾒ ｵｻﾄｹﾞｰﾘ   K1:誘導 

10-75 ﾐﾂﾒ ｻﾄｶﾞｴﾘ     

10-76 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ     

10-77 ﾐﾂﾑｹｰ ｼﾝｷｬｸ     

10-78 ｵｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ   K2:誘導 

10-79 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ   K2:誘導､[２日目は村歩きするという] 

10-80 ﾐﾂﾒ ｻﾄｶﾞｴﾘ     

10-81 ｵｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ   K1:昔､K2:誘導･あとでこのことばができた 

10-82 ｵｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ   K2:誘導 

10-83 ｵｻｶｹﾞｰﾘ ﾐﾂﾒ   K2:誘導 

10-84 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ   K1･K2:誘導 

10-85 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ     

10-86 ｵｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ     

10-87 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ｲﾂﾂﾒ   

10-88 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ K3:誘導 

10-89 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ   K2:誘導 

10-90 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ     

10-91 ﾐﾂﾒ ｻﾄｶﾞｴﾘ     

10-92 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ ﾐﾂﾒ K4:ｲﾂﾂﾒ(誘導)､K2･K3:誘導 

10-93 ｵｻﾄｹﾞｰﾘ ﾐﾂﾒ     
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11-01 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ   
K2:誘導･昔､(11 北･中巨摩･甲府､S54('79).7-

11) 

11-02 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ   K2:誘導･昔 

11-03 ﾋﾄﾂﾒ ﾌﾀﾂﾒ ﾐﾂﾒ K4:ｲﾂﾂﾒ 

11-04 ｵｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ   K2:昔 

11-05 ﾐﾂﾒ     K1:誘導 

11-06 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ   ﾐﾂﾒは最初の里帰り 

11-07 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ｲﾂﾂﾒ K4:ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ(誘導･理解語)､K2･K3:誘導 

11-08 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ   K1:奥さん､K2:誘導 

11-09 ｵｻﾄｹﾞｰﾘ ﾐﾂﾒ   K2:誘導･奥さん 

11-10 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ｲﾂﾂﾒ K2:誘導 

11-11 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ﾊﾂｹﾞｰﾘ   

11-12 ｻﾄｹﾞｰﾘ ﾐﾂﾒ ﾊﾂｶﾞｴﾘ K3:少 

11-13 ｻﾄｶﾞｴﾘ ｺﾞｼﾝｷｬｸ ﾐﾂﾒ K3:誘導 

11-14 ﾐﾂﾒ ｻﾄｶﾞｴﾘ   K1:古･K2:新 

11-15 ｵｻﾄｶﾞｴﾘ       

11-16 ｻﾄｹﾞｰﾘ ﾐﾂﾒ   K2:誘導 

11-17 ｵｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ   K2:誘導･昔･多 

11-18 ﾐﾂﾒ ｲﾂﾂﾒ ｻﾄｹﾞｰﾘ K3:誘導 

11-19 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ   K2:誘導･古 

11-20 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ   K2:古 

11-21 ｵｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ   K2:誘導 

11-22 ﾐﾂﾒ ｵｻﾄｶﾞｴﾘ ｵｻﾄｹﾞｰﾘ   

11-23 ｵｻﾄｹﾞｰﾘ ﾐﾂﾒ     

11-24 ｵｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ｲﾂﾂﾒ K1:誘導･K3:少 

11-25 ﾐﾂﾒ ｻﾄｶﾞｴﾘ     

11-26 ﾊﾂｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ｻﾄｶﾞｴﾘ K3:誘導 

11-27 ｻﾄｶﾞｴﾘ       

11-28 ｻﾄｶﾞｴﾘ ｵｻﾄｹﾞｰﾘ ﾐﾂﾒ K3:誘導 

11-29 ｵｻﾄｹﾞｰﾘ ﾐﾂﾒ   K2:誘導 

11-30 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ   K2:誘導 

11-31 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ   K2:昔 

11-32 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ｲﾂﾂﾒ K2:誘導･昔 

11-33 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ     

11-34 ﾐﾂﾒ       

11-35 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ     

11-36 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ   K2:誘導 

11-37 ﾐﾂﾒ ﾌﾀﾂﾒ     

11-38 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐｯﾂﾒ   K2:多 

11-39 ｵｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ     

11-40 ｵｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ   K1･K2:誘導 

11-41 ｻﾄｹﾞｰﾘ ﾐﾂﾒ   K2:新 

11-42 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ｲﾂﾂﾒ K3:昔 

11-43 ｻﾄｶﾞｴﾘ ｵｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ   

11-44 ｻﾄｹﾞｰﾘ ﾐﾂﾒ   K2:誘導 

11-45 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ｲﾂﾂﾒ K2･K3:誘導､K2:普通 

11-46 ﾐﾂﾒ ｻﾄｶﾞｴﾘ   K2:誘導 

11-47 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ   K2:誘導･昔 

11-48 ｵｻﾄｹﾞｰﾘ ﾐﾂﾒ ﾌﾀﾂﾒ   

11-49 ｵｻﾄｹﾞｰﾘ ﾐﾂﾒ     

11-50 ｵｻﾄｹﾞｰﾘ ｻﾄｶﾞｪﾘ ﾐﾂﾒ K3:誘導 

11-51 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ   K1:今､K2:誘導･昔 

11-52 ﾐﾂﾒ     何日後でもいう 

11-53 ｵｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ     

11-54 ｻﾄｶﾞｴﾘ ｵｻﾄｶﾞｴﾘ ｻﾄｹﾞｰﾘ K4:ﾐﾂﾒ 

11-55 ﾐﾂﾒ ｵｻﾄｶﾞｴﾘ     

11-56 ｻﾄｶﾞｴﾘ ｵｻﾄｹﾞｰﾘ ﾐﾂﾒ K1:多 

11-57 ｵｻﾄｹﾞｰﾘ ﾐﾂﾒ     

11-58 ｵｻﾄｹﾞｰﾘ ﾐﾂﾒ   K2:誘導 

11-59 ｻﾄｶﾞｴﾘ ｵｻﾄｹﾞｰﾘ ﾐﾂﾒ K3:誘導 

11-60 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ   K2:誘導･昔 

11-61 ｻﾄｶﾞｴﾘ ｵｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ K3:誘導 

11-62 ｻﾄｹﾞｰﾘ ﾐﾂﾒ   K2:誘導 

11-63 ｻﾄｹﾞｰﾘ ﾐﾂﾒ   K2:誘導 

11-64 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒｶﾞｴﾘ     

11-65 ｵｻﾄｹﾞｰﾘ ﾐﾂﾒ     

11-66 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ     

11-67 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ     
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11-68 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ     

11-69 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ     

11-70 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ   K2:誘導･少 

11-71 ｵｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ   K2:誘導 

11-72 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ   K2:誘導･昔 

11-73 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ   K2:誘導 

11-74 ｻﾄｶﾞｴﾘ ｵｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ K3:誘導 

11-75 ｵｻﾄｹﾞｰﾘ ﾐﾂﾒ   K2:誘導 

11-76 ﾐﾂﾒ ｵｻﾄｹﾞｰﾘ     

11-77 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ   K2:誘導 

11-78 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ｲﾂﾂﾑｹｰ K4:ﾐﾂﾑｹｰ､K2:奥さん 

11-79 ﾐﾂﾒ ｻﾄｶﾞｴﾘ     

11-80 ｵｻﾄｹﾞｰﾘ       

11-81 ｵｻﾄｹﾞｰﾘ ﾐﾂﾒ   K2:誘導･理解語 

11-82 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ   K2:誘導･昔 

11-83 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ     

11-84 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ   K2:誘導 

11-85 ｵｻﾄｹﾞｰﾘ ﾐﾂﾒ   K2:誘導･昔 

11-86 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ     

11-87 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ     

11-88 ｻﾄｶﾞｴﾘ ｵｻﾄｹﾞｰﾘ ﾐﾂﾒ K2:普通､K3:誘導 

11-89 ﾐﾂﾒｶﾞｴﾘ ｻﾄｶﾞｴﾘ     

11-90 ﾐﾂﾒ ｻﾄｹﾞｰﾘ   K2:誘導 

11-91 ｻﾄｶﾞｴﾘ ｻﾄｹﾞｰﾘ ﾐﾂﾒ K3:誘導 

11-92 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ     

11-93 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ   K2:誘導 

11-94 ﾐﾂﾒ       

11-95 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ     

11-96 ｻﾄｹﾞｰﾘ ﾐﾂﾒ   K2:昔 

11-97 ﾐﾂﾒｶﾞｴﾘ ｻﾄｶﾞｴﾘ   K2:誘導 

11-98 ﾐﾂﾒ ｻﾄｶﾞｴﾘ     

11-99 ｵｻﾄｹﾞｰﾘ ｵｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ K3:誘導 

11-100 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ   K2:誘導 

11-101 ｻﾄｶﾞｴﾘ ｵｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ K1 ｰ K3:奥さん 

11-102 ﾐﾂﾒ ｻﾄｶﾞｴﾘ   K1:昔･K2:今 

11-103 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ     

11-104 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ｲﾂﾂﾒ K2･K3:誘導 

12-01 ﾐっﾒ     K1:[mitume]､(12YHW早川(再)､S55('80)-57) 

12-02 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ｶｵﾐｾ K2:誘導 

12-03 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ   K2:誘導 

12-04 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ     

12-05 ﾐﾂﾒ       

12-06 ﾐﾂﾒ ｳﾁｴｲｸ   K2:新 

12-07 ﾐﾂﾒ ｻﾄｶﾞｴﾘ     

12-08 ﾐﾂﾒ ｻﾄｶﾞｴﾘ   K2:誘導 

12-09 ﾐﾂﾒ ｻﾄｶﾞｴﾘ   K1:誘導 

12-10 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ   K1:ちょくちょく帰ること 

12-11 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ﾊﾂﾓﾄﾞﾘ K3:誘導･赤ん坊が生まれてから 

12-12 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ   K2:誘導 

12-13 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ﾐﾂﾒｶﾞｴﾘ K1:単に実家に帰ること､K2:古 

12-14 ﾐﾂﾒｶﾞｴﾘ ｻﾄｶﾞｴﾘ     

12-15 ﾐﾂﾒ ｻﾄｶﾞｴﾘ     

12-16 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ   K2:誘導 

12-17 ﾐﾂﾒ ｻﾄｶﾞｴﾘ     

12-18 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ｲﾂﾂﾒ   

12-19 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ     

12-20 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ     

12-21 ﾐﾂﾒ ｻﾄｶﾞｴﾘ     

12-22 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ   K2:誘導･古 

12-23 ｻﾄｹﾞｰﾘ ﾐﾂﾒ   K2:誘導 

12-24 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ   K2:誘導･古･老 

12-25 ﾐﾂﾒ ｲﾂﾂﾒ     

12-26 ﾐﾂﾒ ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾊﾂﾓﾄﾞﾘ K1:古､K2:新､K3:赤ん坊が生まれてから 

12-27 ﾐﾂﾒ ｲﾂﾂﾒ     

12-28 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ﾊﾂﾓﾄﾞﾘ K3:赤ん坊が生まれてから 

12-29 ﾐﾂﾒ ｻﾄｶﾞｴﾘ   K2:誘導 

12-30 ﾐﾂﾒ ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ K2:誘導･新､K3:赤ん坊が生まれてから 

12-31 ﾐﾂﾒ ｻﾄｶﾞｴﾘ ｳﾁﾍｶｴﾙ K4:ﾋｻﾞﾅｵｼ､K2･K4:理解語 
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12-32 ﾐﾂﾒ ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ K3:誘導 

12-33 ﾐﾂﾒ ｻﾄｶﾞｴﾘ   K2:誘導 

12-34 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ｲﾂﾂﾒ K1:誘導､K2:誘導･理解語 

12-35 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ﾋｻﾞﾅｵｼ K2:誘導 

12-36 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ﾖﾂﾒ K2:誘導 

12-37 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ     

12-38 ﾐﾂﾒ ｻﾄｶﾞｴﾘ   K2:ちょくちょく帰ること 

12-39 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ     

12-40 ﾐﾂﾒ ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ K3:赤ん坊が生まれて見せに行くこと 

12-41 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ   K2:誘導 

12-42 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ     

13-01 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ   
K2:昔･３日目に帰る､(13YNY 西八代､

S50('75).8) 

13-02 ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ       

13-03 ﾐﾂﾒ ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ     

13-04 ｻﾄｶﾞｴﾘ     K2:昔･今 

13-05 ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ ｻﾄｶﾞｴﾘ     

13-06 ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ ﾐﾂﾒ     

13-07 ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ ﾐﾂﾒ   K2:誘導 

13-08 ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ ﾐﾂﾒ   K2:誘導 

13-09 ｻﾄｶﾞｴﾘ       

13-10 ｵｻﾄｶﾞｴﾘ ｻﾄｶﾞｴﾘ     

13-11 ｵｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒｶﾞｴﾘ     

13-12 ｵｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ     

13-13 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ   K2:誘導･昔 

13-14 ﾐﾂﾒ ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ   K2:誘導 

13-15 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ     

13-16 ｻﾄｶﾞｴﾘ       

13-17 ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ ｻﾄｶﾞｴﾘ     

13-18 ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ ﾐﾂﾒ     

13-19 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ     

13-20 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ K2･K3:誘導 

13-21 ｻﾄｶﾞｴﾘ       

13-22 ｵｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ     

13-23 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ   K1:普段帰ること､K2:誘導･式後３日目 

13-24 ﾐﾂﾒ ｲﾂﾂﾒ   K2:５日目に帰る 

13-25 ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ ﾐﾂﾒ   K2:誘導･あまり使わない 

13-26 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ   K2:誘導 

13-27 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ     

13-28 ﾐﾂﾒ ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ     

13-29 ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ ｵｻﾄｶﾞｴﾘ     

13-30 ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ ﾋｻﾞﾅｵｼ   K1:夫婦２人で行くこと､K2:嫁１人で行くこと 

13-31 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ   K2:誘導･昔 

13-32 ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ       

13-33 ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ       

13-34 ｳﾁｰｹｰﾙ ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ   K2:誘導 

13-35 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ ﾐﾂﾒ K3:誘導 

13-36 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ   K2:誘導 

13-37 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ ﾐﾂﾒ K2:昔､K3:誘導･理解語 

13-38 ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ ｻﾄｶﾞｴﾘ     

13-39 ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ K3:誘導･昔 

13-40 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ K2･K3:誘導 

13-41 ｻﾄｹﾞｰﾘ ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ ﾐﾂﾒ K3:誘導 

13-42 ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾐﾂﾒ K3:誘導 

13-43 ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ       

13-44 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ     

13-45 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ ﾐﾂﾒ K2･K3:誘導 

13-46 ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ ｻﾄｶﾞｴﾘ     

13-47 ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ ｻﾄｶﾞｴﾘ   
ﾐﾂﾒは嫁､嫁の親､お世話人が嫁ぎ先(夫の

家)で寄り合うこと 

13-48 ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ       

13-49 ｻﾄｶﾞｴﾘ ﾄﾏﾘｱﾙｷ   
K1:誘導､ﾐﾂﾒは世話人･親分の家に挨拶､及

び生家の３ヶ所へ行くのでﾐﾂﾒという 

 

*(05YNK 中巨摩､S46('71).2) 

05YNY046H.TXT 

４６：さとがえり（里帰り） 

 稲垣：下記によりﾐﾂﾑｹは除く。 

  調査簿のﾐﾂﾑｹに以下の注記がある。 
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   ０３；意味がちがう 

   ２３；子供が一年おきにうまれたとき 

   ２７；子供がうまれる時 

   ２８；３年目に生まれた子供のこと 

   ３４；ﾐﾂﾑｹｰに子供ができる。ﾐﾂﾒとは関係ない 

    コレラハ明ラカニ里帰リデハナイ 

   ０９・１１・１８；誘導 

    コレハ聞カレタカ、使ウコトバナノデ、タダ言ウ、トノ回答ニスギナカロウ 

  ２５のﾑﾂﾑｹ･ｲﾂﾂﾑｹは不用意にでたもので、あとでﾐﾂﾒ･ｲﾂﾂﾒと言っている。 

 

出現語形(出現個所)／全 47 語形(対象は第三答(K3)まで)。＜ｲﾂﾂﾑｹ の出現個所は一個所、以下同様＞ 

ｲﾂﾂﾑｹ,ｲﾂﾂﾑｹｰ,ｲﾂﾂﾒ(85),ｳﾁｰｹｰﾙ,ｳﾁｴｲｸ,ｳﾁﾍｶｴﾙ,ｵｷｬｸﾆｶｴﾙ,ｵｻｶｹﾞｰﾘ,ｵｻﾄｶﾞｴｼ,ｵｻﾄｶﾞｴﾘ(52),ｵｻﾄｹﾞｰ

ﾘ(28),ｵﾔﾄﾞﾘ,ｵﾔﾖﾋﾞ,ｶｵﾐｾ,ｺﾞｼﾝｷｬｸ(2),ｻﾄｶﾞｪﾘ,ｻﾄｶﾞｴｼ(10),ｻﾄｶﾞｴﾘ(454),ｻﾄｷﾞｬｰｼ(8),ｻﾄｷﾞｬｰﾘ(7),ｻﾄｹｰﾙ,ｻﾄｹﾞ

ｪｰｼ,ｻﾄｹﾞｰﾘ(25),ｼﾝｷｬｸ(12),ﾄﾏﾘｱﾙｷ,ﾅﾅﾂﾒ(3),ﾅﾉｶﾒ,ﾊﾂｶﾞｴﾘ(5),ﾊﾂｹﾞｰﾘ,ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ(141),ﾊﾂﾓﾄﾞﾘ(3),ﾊﾂﾕｷ,ﾋｻﾞﾅ

ｵｼ(26),ﾋﾄﾂﾒ(2),ﾌﾀﾂｺﾒ,ﾌﾀﾂﾒ(9),ﾌﾀﾒ,ﾐっﾒ,ﾐｯｶﾒ,ﾐｯﾂﾒ(2),ﾐﾂﾐ(4),ﾐﾂﾑｶｲ,ﾐﾂﾑｶｴ(2),ﾐﾂﾒ(556),ﾐﾂﾒｶﾞｴﾘ(9),ﾐﾂﾒｹﾞｰ

ﾘ,ﾖﾂﾒ,調査不備,調査票欠. 

 


