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山梨県言語地図 058 (戸を)しめる(締める)                      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 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ ｶﾀﾒﾙ 戸締まりすることと区別なし､K2･K3:誘導 

02-02 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ ｶﾀﾒﾙ K2:古､K3:誘導 

02-03 ﾋｯﾀﾃﾙ ｶﾀﾒﾙ ｼﾒﾙ K1:多､(02YMS 増穂､S42('67).7) 

02-04 ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ   ､(02YMS 身延､S42('67).7) 

02-05 ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ   K2:誘導･戸締まりをすること 

02-06 ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ K2:誘導､K3:誘導･昔･老 

02-07 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ ｶﾀﾒﾙ 
K1:普通､K2:老､K3:誘導･老･戸締まりをするこ

と 

02-08 ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ 戸締まりと区別なし､K3:誘導 

02-09 ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ   戸締まりと区別なし､K2:古 

02-10 ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ K3:誘導 

02-11 ﾋｯﾀﾃﾙ ｶﾀﾒﾙ ｼﾒﾙ K1:誘導･昔､K2:誘導 

02-12 ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ K1:多､K2:誘導･古､K3:誘導 

02-13 ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ K3:誘導 

02-14 ｼﾒﾙ ﾄｼﾞﾏﾘ ｶﾀﾒﾙ K3:多 

02-15 ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ   K1:障子のとき､K2:雨戸のとき 

02-16 ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ K2:昔多､K3:誘導 

02-17 ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ   K2:古､K2:戸締まりをすること 

02-18 ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ   
K1:玄関･普通の戸など､K2:雨戸･戸締まり･誘

導 

02-19 ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ   K2:誘導 

02-20 ｼﾒﾙ ﾀﾃﾙ ｶﾀﾒﾙ K2:古 

02-21 ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ   K2:誘導 

02-22 ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ K1:今多､K2･K3:誘導 

02-23 ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ   K2:誘導･老･戸締まりをすること 

02-24 ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ K3:誘導 

02-25 ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ   戸締まりと区別なし､K2:誘導･昔 

02-26 ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ   K1:多､K2:老 

02-27 ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ     

02-28 ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ   K2:誘導 

02-29 ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ K1:今､K2:昔､K3:誘導 

02-30 ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ 
K1:今､K2:老､K3:誘導･４０ー５０歳以上の人

がいう 

02-31 ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ   K2:誘導 

02-32 ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ   K2:誘導･戸締まりすること 

02-33 ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ   K2:主に５０歳以上の人 

02-34 ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ   
K2:昔･戸締まりをすること･今は「戸締まりを

する」という 

02-35 ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ   K1:今多､K2:昔 

02-36 ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ   K1:多､K2:昔･今少 

02-37 ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ K1:多､K3:誘導､K2･K3:荒いことば 

02-38 ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ     

02-39 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾂ ｶﾀﾒﾙ 
K1:今多､K2:昔､K3:誘導･昔多･戸 障子の場

合も戸締まりの場合も使う 

02-40 ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ ｼｯﾀﾃﾙ K1･K2:同じこと､K2:誘導 

02-41 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾂ ｶﾀﾒﾙ 
K1:今多､K2:昔多､K3:誘導､閉めると戸締まり

区別なし 

02-42 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ ｶﾀﾒﾙ 戸締まりと区別なし､K2:古､K3:誘導 

02-43 ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ かぎの場合はｼﾒﾙ､K2･K3:誘導 

02-44 ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ 閉めると戸締まり区別なし､K3:誘導 

02-45 ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ K2:主に戸締まりすること､K3:誘導 

03-01 ｼﾒﾙ ﾀﾃﾙ ﾄｼﾞﾙ K4:ｶﾀﾒﾙ､K1:多 

03-02 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ ｶﾀﾒﾙ   

03-03 ｼﾒﾙ ｵｯﾀﾃﾙ ｶﾀﾒﾙ K3:誘導･昔･鍵を掛けること 

03-04 ﾀﾃﾙ ｼﾒﾙ   ､(03YMI 身延､S43('68).7) 

03-05 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ ｶﾀﾒﾙ   

03-06 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ ｶﾀﾒﾙ   

03-07 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ   K2:誘導 

03-08 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ ｶﾀﾒﾙ K3:誘導･戸締まりのこと･ﾄｵｶﾀﾒﾙ 

03-09 ﾋｯﾀﾃﾙ ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ   

03-10 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ     

03-11 ｼﾒﾙ ﾀﾃﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ K4:ｶﾀﾒﾙ 

03-12 ﾄｼﾞﾙ ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ   

03-13 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ     

03-14 ｼﾒﾙ ﾄｼﾞﾙ ﾀﾃﾙ K2:多､K3:誘導 

03-15 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ ｶﾀﾒﾙ   

03-16 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ ｶﾀﾒﾙ K3:鍵を掛けること 

03-17 ﾋｯﾀﾃﾙ ｶﾀﾒﾙ     
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03-18 調査票欠       

03-19 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ ｶﾀﾒﾙ   

03-20 ﾋｯﾀﾃﾙ ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ   

03-21 ﾀﾃﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ ｼﾒﾙ K1:雨戸に限定､K2:障子の場合 

03-22 ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ   K2:誘導･古 

03-23 ｼﾒﾙ ﾀﾃﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ K4:ｶﾀﾒﾙ(錠をかけること)､K2･K3:誘導 

03-24 ｼﾒﾙ ﾀﾃﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ K4:ｶﾀﾒﾙ 

03-25 ﾋｯﾀﾃﾙ ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ   

03-26 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ ｶﾀﾒﾙ   

03-27 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ     

03-28 ﾋｯﾀﾃﾙ ｼﾒﾙ     

03-29 ｼﾒﾙ ﾀﾃﾙ ｶﾀﾒﾙ   

03-30 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ ｶﾀﾒﾙ K3:鍵を掛けること   

03-31 ﾋｯﾀﾃﾙ ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ K1:昔､K2:今､K3:鍵を掛けること 

03-32 ﾋｯﾀﾃﾙ ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ   

03-33 ﾄｼﾞﾙ ｶﾀﾒﾙ     

03-34 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ ｶﾀﾒﾙ   

03-35 ｼﾒﾙ ﾀﾃﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ K4:ｶﾀﾒﾙ(誘導･鍵を掛けること) 

03-36 ﾀﾃﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ ｼﾒﾙ   

03-37 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ ｶﾀﾒﾙ K1 ｰ K3:誘導 

03-38 ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ ﾀﾃﾙ K2:鍵を掛けること 

03-39 ﾋｯﾀﾃﾙ ﾀﾃﾙ ｼﾒﾙ K4:ｶﾀﾒﾙ 

03-40 ﾋｯﾀﾃﾙ ﾀﾃﾙ ｼﾒﾙ K4:ｶﾀﾒﾙ 

03-41 ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ     

03-42 調査票欠       

03-43 ﾋｯﾀﾃﾙ ﾀﾃﾙ     

03-44 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ     

04-01 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ ｶﾀﾒﾙ K3:誘導･ﾄｵｶﾀﾒﾃｷﾀ 

04-02 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ ｶﾀﾒﾙ   

04-03 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ   ､(04YKN 鰍沢･中富､S44('69).2･S45) 

04-04 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ     

04-05 ﾋｯﾀﾃﾙ ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ K3:誘導 

04-06 ﾋｯﾀﾃﾙ ｶﾀﾒﾙ     

04-07 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ ｶﾀﾒﾙ K3:誘導 

04-08 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ     

04-09 ﾋｯﾀﾃﾙ ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ K3:誘導 

04-10 ｼﾒﾙ ﾋｯｼﾒﾙ ﾀﾃﾙ K4:ﾋｯﾀﾃﾙ､K5:ｶﾀﾒﾙ 

04-11 ｼﾒﾙ ﾋｸ ﾋｯﾀﾃﾙ K3:誘導 

04-12 ﾋｯﾀﾃﾙ ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ K3:戸締まりをすること 

04-13 ｼﾒﾙ ﾀﾃﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ   

04-14 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ ｶﾀﾒﾙ K2･K3:誘導 

04-15 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ ｶﾀﾒﾙ K3:ﾄｵｶﾀﾒﾙ･戸締まりをすること 

04-16 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ   K2:誘導 

04-17 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ ｶﾀﾒﾙ K1:多､K2:稀､K3:誘導･昔･鍵をかける 

04-18 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ ｶﾀﾒﾙ K2･K3:昔､K3:鍵をかける 

04-19 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ ｶﾀﾒﾙ K3:誘導･鍵をかける 

04-20 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ ｶﾀﾒﾙ K2:昔､K3:鍵をかける 

04-21 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ ｶﾀﾒﾙ   

04-22 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ     

04-23 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ     

04-24 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ ｶﾀﾒﾙ   

04-25 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ ｶﾀﾒﾙ K2:多､K3:誘導･鍵をかけること 

04-26 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ     

04-27 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ ｶﾀﾒﾙ K1:多､K2:誘導､K3:戸締まりをすること 

04-28 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ ﾀﾃﾙ   

04-29 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ     

04-30 ｼﾒﾙ ﾀﾃﾙ ｶﾀﾒﾙ K1:多､K3:戸締まりをすること 

04-31 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ ﾀﾃﾙ   

04-32 ｼﾒﾙ ﾀﾃﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ   

04-33 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ ｶﾀﾒﾙ   

04-34 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ ｶﾀﾒﾙ K1:多､K2:誘導､K3:鍵をかけるときにいう 

04-35 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ     

04-36 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ ｶﾀﾒﾙ K3:誘導･鍵をかけること 

04-37 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ ｶﾀﾒﾙ   

04-38 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ ｶﾀﾒﾙ K2･K3:誘導､K3:戸を締めるだけをいう 

04-39 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ     

05-01 ﾋｯﾀﾃﾙ ｼﾒﾙ ﾀﾃﾙ K1:多､(05YNK 中巨摩､S46('71).2) 

05-02 ｼﾒﾙ ｼｯﾀﾃﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ K1:多 
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05-03 ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ K2:戸締りの時もいう､K3:誘導 

05-04 ｶﾀﾒﾙ ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ K4:ﾋｯﾁﾒﾙ(誘導)､K5:ﾀﾃﾙ(誘導･少)､K2:多 

05-05 ｼﾒﾙ ﾋｯﾁﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ K2･K3:誘導 

05-06 ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ ﾋｯﾁﾒﾙ K2:戸締りをいう･少､K3:誘導･少 

05-07 ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ   K2:戸締り 

05-08 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ ｶﾀﾒﾙ K3:戸締りすることと同じ 

05-09 ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ ﾋｯﾁﾒﾙ K2:戸締りのこと､K3:誘導 

05-10 ｼﾒﾙ       

05-11 ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ ﾋｯﾁﾒﾙ K2･K3:誘導 

05-12 ｼﾒﾙ ﾀﾃﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ 
K4:ﾋｯﾁﾒﾙ(誘導)､K5:ｶﾀﾒﾙ(戸締りと両方をい

う)､K3:誘導 

05-13 ｼﾒﾙ ﾋｷﾖｾﾙ ｶﾀﾒﾙ K1:多､K3:誘導 

05-14 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ ｶﾀﾒﾙ K1:今､K3:昔 

05-15 ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ K2:誘導･少､K3:誘導･昔 

05-16 ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ   K2:出かけるときに使う 

05-17 ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ   K2:戸締りにも使う 

05-18 ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ ﾀﾃﾙ K4:ﾋｯﾀﾃﾙ(誘導･少)､K3:誘導 

05-19 ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ   K2:誘導･戸締りのこと 

05-20 ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ   K1:多､K2:誘導･戸締りのこと 

05-21 ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ     

05-22 ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ K3:誘導 

05-23 ｶﾀﾒﾙ ｼﾒﾙ ﾋｯﾁﾒﾙ K1:カギをかけることには使わない､K3:昔 

05-24 ｼﾒﾙ ﾀﾃﾙ ｶﾀﾒﾙ K3:誘導･締めることだけ 

05-25 ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ   K2:誘導 

05-26 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ ｶﾀﾒﾙ K2:昔､K3:戸締りの場合もいう 

05-27 ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ ﾋｯﾁﾒﾙ K3:誘導 

05-28 ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ ﾋｯﾁﾒﾙ 
K2:誘導､K3:誘導･強くいう場合､カギを使う場

合はｶｷﾞｵｶｹﾙという 

05-29 ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ   K1･K2:同じことをいう 

05-30 ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ ﾋｯﾁﾒﾙ K2:誘導･昔 

05-31 ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ   K2:戸締りとは違う 

05-32 ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ     

05-33 ｼﾒﾙ ﾀﾃﾙ     

05-34 ﾋｯﾀﾃﾙ ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ K3:誘導･昔･戸締りにはいわない 

05-35 ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ   K1･K2:同じことをいう 

05-36 ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ   K2:誘導 

05-37 ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ   K2:誘導･締めると戸締りの両用 

05-38 ｶﾀﾒﾙ ｼﾒﾙ     

05-39 ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ   K2:昔 

05-40 ｶﾀﾒﾙ ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ K3:誘導 

06-01 データ不明     ､(06YMN 南部､S47('72).7) 

06-02 データ不明       

06-03 データ不明       

06-04 データ不明       

06-05 データ不明       

06-06 データ不明       

06-07 データ不明       

06-08 データ不明       

06-09 データ不明       

06-10 データ不明       

06-11 データ不明       

06-12 データ不明       

06-13 データ不明       

06-14 データ不明       

06-15 データ不明       

06-16 データ不明       

06-17 データ不明       

06-18 データ不明       

06-19 データ不明       

06-20 データ不明       

06-21 データ不明       

06-22 データ不明       

06-23 データ不明       

06-24 データ不明       

07-01 ｼﾒﾙ ﾀﾃﾙ ﾋｯﾁﾒﾙ K2･K3:誘導､(07YMT 富沢町､S48('73)･8;49) 

07-02 ｼﾒﾙ ﾀﾃﾙ ﾋｸ 
K4:ﾋｯﾁﾒﾙ(誘導)､K5:ﾋｯﾀﾃﾙ(誘導)､K2:誘導･

雨戸･強く言う場合､K3:雨戸 

07-03 ｼﾒﾙ ﾄｼﾞﾙ ﾀﾃﾙ K4:ﾋｯﾀﾃﾙ(誘導･昔の人)､K3:誘導 

07-04 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ     
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07-05 ｼﾒﾙ ﾀﾃﾙ ﾋｯﾁﾒﾙ K4:ｶﾀﾒﾙ(誘導)､K5:ﾋｯﾀﾃﾙ(誘導)､K3:誘導 

07-06 ｼﾒﾙ ﾀﾃﾙ     

07-07 ｼﾒﾙ ﾀﾃﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ K2･K3:誘導 

07-08 ﾀﾃﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ ｼﾒﾙ K3:誘導 

07-09 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ ﾀﾃﾙ K3:誘導 

07-10 ｼﾒﾙ ﾀﾃﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ K2･K3:誘導 

07-11 ﾋｯﾀﾃﾙ ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ K2:誘導､K3:誘導･鍵を掛ける意味 

07-12 ｼﾒﾙ ﾀﾃﾙ     

07-13 ｼﾒﾙ ﾀﾃﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ 
K4:ﾋｯﾁﾒﾙ(誘導)､K5:ｶﾀﾒﾙ(誘導･戸を締める

ことにもにも戸締りにも使用する) 

07-14 ｼﾒﾙ ﾀﾃﾙ ｶﾀﾒﾙ K4:ﾋｯﾁﾒﾙ(誘導)､K3:誘導 

07-15 ﾋｯﾀﾂ ﾀﾃﾙ ｼﾒﾙ K4:ﾋｯﾀﾃﾙ(誘導)､K5:ﾋｯﾁﾒﾙ(誘導) 

07-16 ｼﾒﾙ ﾀﾃﾙ ﾋｯﾁﾒﾙ K4:ﾋｯﾀﾃﾙ(誘導)､K1:今､K3:誘導 

07-17 ｼﾒﾙ ﾄｼﾞﾙ ﾀﾃﾙ K4:ﾋｯﾀﾃﾙ(誘導)､K5:ﾋｯﾁﾒﾙ(誘導) 

07-18 ﾀﾃﾙ ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ K2･K3:誘導 

07-19 ﾀﾃﾙ ｼﾒﾙ     

07-20 ｼﾒﾙ ﾀﾃﾙ     

07-21 ﾀﾃﾙ ｼﾒﾙ ﾋｯﾁﾒﾙ K3:誘導 

07-22 ｼﾒﾙ ﾀﾃﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ K4:ｶﾀﾒﾙ(誘導･ｼｮｰｼﾞｵｶﾀﾒﾙ)､K2･K3:誘導 

07-23 ｼﾒﾙ ﾀﾃﾙ ﾋｯﾁﾒﾙ K4:ﾋｯﾀﾃﾙ(誘導･昔)､K2:昔､K3:誘導･昔 

07-24 ｼﾒﾙ ﾀﾃﾙ ﾋｯﾁﾒﾙ K4:ﾋｯﾀﾃﾙ(誘導･昔)､K2:誘導､K3:誘導･昔 

07-25 ｼﾒﾙ ﾀﾃﾙ     

07-26 ｼﾒﾙ ﾀﾃﾙ ﾋｯﾁﾒﾙ 
K4:ﾋｯﾀﾃﾙ(誘導)､K3:誘導､(ﾋｯ)ﾀﾂとの発言あ

り 

07-27 ﾀﾂ ｼﾒﾙ ｼｯﾀﾃﾙ K4:ﾀﾃﾙ(誘導)､K6:ﾋｯﾁﾒﾙ(誘導) 

07-28 ｼﾒﾙ ﾀﾃﾙ ﾋｯﾁﾒﾙ K4:ﾀﾁｮｰ(たてなさい？)､K5:ﾋｯﾀﾃﾙ(誘導) 

07-29 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ ﾋｸ K2:誘導･雑な言葉､K3:今 

07-30 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ ﾀﾃﾙ K4:ﾋｯﾁﾒﾙ(誘導)､K3:誘導 

07-31 ｼﾒﾙ ﾀﾃﾙ     

08-01 ｼﾒﾙ     ､(08YMT 南都留､S50('75).8･S51) 

08-02 ｼﾒﾙ       

08-03 ｼﾒﾙ       

08-04 ｼﾒﾙ     K1:誘導 

08-05 ｼﾒﾙ ﾄｼﾞﾙ     

08-06 ｼﾒﾙ       

08-07 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ     

08-08 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ     

08-09 ｼﾒﾙ       

08-10 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾂ     

08-11 ｼﾒﾙ ﾀﾃﾙ     

08-12 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾂ   K2:誘導 

08-13 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ ｶﾀﾒﾙ K2:誘導 

08-14 ｼﾒﾙ       

08-15 ｼﾒﾙ       

08-16 ｼﾒﾙ       

08-17 ｼﾒﾙ ﾀﾃﾙ   K2:昔 

08-18 ｼﾒﾙ       

08-19 ｼﾒﾙ       

08-20 ｼﾒﾙ       

08-21 ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ   K2:誘導 

08-22 ｼﾒﾙ       

08-23 ｼﾒﾙ       

08-24 ｼﾒﾙ ﾀﾃﾙ ｶﾀﾒﾙ K2:誘導･理解語･上品､K3:誘導 

08-25 ｼｯﾀﾃﾙ ｼﾒﾙ     

08-26 ｶﾀﾒﾙ ｼｯﾀﾃﾙ   K1:今 

08-27 ﾋｯﾀｹﾙ ｼﾒﾙ     

08-28 ｼﾒﾙ       

08-29 ｼﾒﾙ       

08-30 ﾋｯﾀﾂ ｼﾒﾙ   K2:今 

08-31 ﾋｯﾀﾃﾙ ｼﾒﾙ     

08-32 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾂ   K2:昔 

08-33 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ ﾋｯﾁﾒﾙ K3:誘導 

08-34 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ     

08-35 ﾋｯﾀﾃﾙ ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ K3:少 

08-36 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ   K2:昔 

08-37 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾂ     

08-38 ｼﾒﾙ ﾀﾃﾙ     

08-39 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ ｶﾀﾒﾙ K3:理解語･少 

08-40 ﾋｯﾀﾃﾙ ｼﾒﾙ     
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08-41 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ     

08-42 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾂ     

08-43 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ     

08-44 ﾋｯﾀﾃﾙ ｼﾒﾙ   K2:理解語 

08-45 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ     

08-46 ｼﾒﾙ       

09-01 ｼﾒﾙ     ､(09YKT 北都留､S52('77)･8-11) 

09-02 ｼﾒﾙ ｼｯﾀﾃﾙ   K1:奥さん 

09-03 ｼﾒﾙ ﾋｸ     

09-04 ｼﾒﾙ ﾀﾃﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ K2･K3:誘導 

09-05 ｼﾒﾙ ﾀﾃﾙ ﾋｯﾁﾒﾙ 
K2:誘導､K3:誘導･強めて言う､ほかにｶﾀﾒﾙは

台風がｸﾙｶﾗｶﾀﾒﾛのように使う 

09-06 ｼﾒﾙ     K1:誘導 

09-07 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ ﾋｯﾁﾒﾙ K2･K3:誘導･昔 

09-08 ｼﾒﾙ     戸締りはｼﾞｮｰｦｶｹﾙと言う 

09-09 ﾀﾃﾙ ｼﾒﾙ     

09-10 ｼﾒﾙ ﾋｯﾁﾒﾙ   K2:誘導 

09-11 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ   ほかにﾋﾝﾊﾞﾘ(棒)ｦｽﾙと言う 

09-12 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ   K1:今､K2:昔､戸締りと区別せず 

09-13 ﾀﾃﾙ ﾋｯﾁﾒﾙ   K2:誘導 

09-14 ｼﾒﾙ     ﾀﾃﾙははずした戸を入れること 

09-15 ｼﾒﾙ ﾋｯﾁﾒﾙ   K2:誘導 

09-16 ｼﾒﾙ       

09-17 ｼﾒﾙ     戸締りはﾄｼﾞﾏﾘ 

09-18 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ     

09-19 ｼﾒﾙ     
ﾀﾃﾙははずれた戸を入れること、戸締りはｶﾀ

ﾒﾙと言う 

09-20 ｼﾒﾙ ﾀﾃﾙ ﾋｯﾁﾒﾙ K3:誘導 

09-21 ｼﾒﾙ ﾋｯﾁﾒﾙ   K2:誘導･昔 

09-22 ｼﾒﾙ       

09-23 調査不備       

09-24 ｼﾒﾙ ﾋｯﾁﾒﾙ     

09-25 ｼﾒﾙ     戸締りもｼﾒﾙと言う 

09-26 ｼﾒﾙ     戸締りはｼﾝﾊﾞﾘﾎﾞｰをかう 

09-27 ｼﾒﾙ ﾋｯﾁﾒﾙ   K2:誘導･昔･少 

09-28 ｼﾒﾙ ﾋｸ ﾋｯﾁﾒﾙ K3:誘導･早く閉めろと言う時に使う 

09-29 ｼﾒﾙ       

09-30 ｼﾒﾙ       

09-31 ｼﾒﾙ ﾀﾃﾙ ﾋｯﾁﾒﾙ K3:誘導･命令口調 

09-32 ｼﾒﾙ ﾋｯﾁﾒﾙ   K2:誘導 

09-33 ｼﾒﾙ     戸締りはﾄﾞｼﾞﾏﾘｽﾙと言う 

09-34 ｼﾒﾙ ﾀﾃﾙ   K1:多､K2:雨戸の場合、戸締りと区別せず 

09-35 ｼﾒﾙ ﾋｯﾁﾒﾙ   K1:今､K2:誘導 

09-36 ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ   
K2:誘導･とも言う､ほかにｶｷﾞｦｶｹて戸締りす

ると言う 

09-37 ｼﾒﾙ ﾋｯﾁﾒﾙ   K2:誘導､戸締りはﾄｼﾞﾏﾘと言う 

09-38 ｼﾒﾙ     戸締りはﾄｼﾞﾏﾘ 

09-39 ｼﾒﾙ     戸締りはﾄｼﾞﾏﾘ 

09-40 ｼﾒﾙ ﾋｯﾁﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ K2:誘導､K3:誘導･昔 

09-41 ｼﾒﾙ ﾋｯﾁﾒﾙ   K2:誘導､戸締りと区別する 

09-42 ｼﾒﾙ ﾋｸ   K2:戸ｦﾋｸ 

09-43 ｼﾒﾙ ｼｯﾀﾃﾙ     

09-44 ｼﾒﾙ ｼｯﾀﾃﾙ   K2:昔､戸締りはｶﾀﾒﾙ 

09-45 ｼﾒﾙ     ｶﾀﾒﾙはかぎをかけて戸締りすること 

09-46 ｼﾒﾙ     戸締りはﾄｼﾞﾏﾘ 

09-47 ｼﾒﾙ ﾀﾃﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ K3:誘導､ｶﾀﾒﾙは戸締りすること 

09-48 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ   K2:誘導､ｶﾀﾒﾙは戸締りすること 

09-49 ｼﾒﾙ ﾋｯﾁﾙ   
ﾀﾃﾙは新しい戸をはめること､ｶﾀﾒﾙは戸締り

すること 

09-50 ｼﾒﾙ       

09-51 ｼﾒﾙ       

09-52 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ   ｶﾀﾒﾙは戸締りすること 

09-53 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ   K2:誘導､戸締りはﾄｼﾞﾏﾘ 

09-54 ｼﾒﾙ     ｶﾀﾒﾙはかぎをかけることを言う 

09-55 ｼﾒﾙ ﾋｯﾁﾒﾙ   K2:誘導･昔､ｶﾀﾒﾙはかぎをかけること 

09-56 ﾀﾃﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ   K2:戸締りもﾋｯﾀﾃﾙ 

09-57 ｼﾒﾙ     戸締りはﾄｼﾞﾏﾘ 

09-58 ｼﾒﾙ     ﾀﾃﾙはとをはめること、ｶﾀﾒﾙは戸締りすること 
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09-59 ｼﾒﾙ ﾋｯﾁｬﾃﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ   

09-60 ｼﾒﾙ ﾋｯﾁﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ K2:老人が使用､ｶﾀﾒﾙは錠をおろすこと 

09-61 ｼﾒﾙ     ｶﾀﾒﾙは戸締りすること 

09-62 ｼﾒﾙ     ｶﾀﾒﾙはかぎをかけて戸締りすること 

09-63 ｼﾒﾙ ﾋｯﾁﾒﾙ   K2:誘導 

09-64 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ   K1:今､K2:昔､ｶﾀﾒﾙは戸締りすること 

09-65 ﾋｯﾀﾃﾙ ｼﾒﾙ   K1:昔 

09-66 ｼﾒﾙ ﾋｯﾁｬﾃﾙ     

09-67 ｼﾒﾙ     K1:戸締りすることもｼﾒﾙ 

09-68 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ   ｶﾀﾒﾙは戸締りすること 

09-69 ﾋｯﾀﾃﾙ ｼﾒﾙ   K1:昔､K2:今､ｶﾀﾒﾙは戸締りすること 

09-70 ｼﾒﾙ     ｶﾀﾒﾙは錠をおろす場合 

09-71 ｼﾒﾙ ﾀﾃﾙ   
K1:誘導､K2:誘導･雨戸など､ｶﾀﾒﾙはかぎをか

けること 

09-72 ｼﾒﾙ     ｶﾀﾒﾙは戸締りすること 

09-73 ｼﾒﾙ     ｶﾀﾒﾙは戸締りすること 

09-74 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ   K2:昔､戸締りとの区別なし 

09-75 ｼﾒﾙ     ｶﾀﾒﾙは戸締りすること 

10-01 ｼﾒﾙ     ､(10YHY 東山・東八､S53('78).8-10) 

10-02 ｼﾒﾙ       

10-03 ｼﾒﾙ       

10-04 ｼﾒﾙ ｼｯﾀﾃﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ K4:ｶﾀﾒﾙ､K5:ﾀﾃﾙ(誘導) 

10-05 ｼﾒﾙ ﾋｯﾁﾒﾙ   ｶﾀﾒﾙは戸締まり 

10-06 ｼﾒﾙ ﾀﾃﾙ   K2:誘導･稀･上品ないい方 

10-07 ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ ﾋｯﾁﾒﾙ K2:誘導･古 

10-08 調査不備       

10-09 調査不備       

10-10 調査不備       

10-11 ｼﾒﾙ       

10-12 ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ   K2:昔 

10-13 ｼﾒﾙ     ｶﾀﾒﾙは戸締まり 

10-14 調査不備       

10-15 調査不備       

10-16 調査不備       

10-17 調査不備       

10-18 ｶﾀﾒﾙ ｼﾒﾙ   K1:昔､K2:今､戸締まりはｶｷﾞｵｶｹﾙ 

10-19 ｼﾒﾙ       

10-20 ｼﾒﾙ     ｶﾀﾒﾙは戸締まり 

10-21 ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ   K2:誘導 

10-22 ｼﾒﾙ     ｶﾀﾒﾙは戸締まり 

10-23 ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ   K2:普通に締めることをいう 

10-24 調査不備       

10-25 調査不備       

10-26 ｼﾒﾙ       

10-27 ｼﾒﾙ       

10-28 ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ   K2:誘導 

10-29 ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ   K2:誘導 

10-30 調査不備       

10-31 ｼﾒﾙ ﾋｸ     

10-32 ｼﾒﾙ     ｶﾀﾒﾙとはいわない 

10-33 調査不備       

10-34 ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ   K2:誘導･締めることをいうこともある 

10-35 調査不備       

10-36 調査不備       

10-37 ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ   K1･K2:誘導 

10-38 調査不備       

10-39 ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ     

10-40 ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ   K2:誘導･締めること 

10-41 調査不備       

10-42 調査不備       

10-43 ｼﾒﾙ     ｶﾀﾒﾙ(誘導)は戸締まり 

10-44 ｼﾒﾙ     
ｶﾀﾒﾙ(誘導)は昔のことば･戸締まりの意を含

む 

10-45 ｼﾒﾙ     ﾀﾃﾙ･ｶﾀﾒﾙはいわない 

10-46 調査不備       

10-47 調査不備       

10-48 ｼﾒﾙ       

10-49 調査不備       
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10-50 調査不備       

10-51 調査不備       

10-52 調査不備       

10-53 ｼﾒﾙ       

10-54 調査不備       

10-55 調査不備       

10-56 ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ     

10-57 調査不備       

10-58 ｼﾒﾙ       

10-59 調査不備       

10-60 調査不備       

10-61 調査不備       

10-62 調査不備       

10-63 調査不備       

10-64 調査不備       

10-65 調査不備       

10-66 ｼﾒﾙ       

10-67 ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ   K1･K2:同じこと､K2:誘導 

10-68 ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ   K2:誘導･今でも締めることをいう 

10-69 調査不備       

10-70 調査不備       

10-71 調査不備       

10-72 ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ   K2:戸締まりの意もある 

10-73 ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ   K2:今でもいう 

10-74 ｼﾒﾙ     
ｶﾀﾒﾙ(誘導)はがっちり締めること･ﾄｵﾀﾃﾙは

昔聞いたことがある 

10-75 調査不備       

10-76 調査不備       

10-77 調査不備       

10-78 ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ   K2:誘導･締めること 

10-79 ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ   K2:誘導･昔 

10-80 ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ   K2:昔 

10-81 ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ     

10-82 ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ   K2:誘導･昔･締める意 

10-83 ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ   K1･K2:同じこと 

10-84 調査不備       

10-85 調査不備       

10-86 調査不備       

10-87 ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ     

10-88 調査不備       

10-89 ｼﾒﾙ     
戸締まりはﾄｼﾞﾏﾘｵｽﾙ･ｼﾝﾊﾞﾘﾎﾞｰｶｳ･ｶｷﾞｵｶｹ

ﾙ 

10-90 ｼﾒﾙ       

10-91 ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ   K2:誘導･昔･ただ締めることをいった 

10-92 ｼﾒﾙ       

10-93 調査不備       

11-01 ｼﾒﾙ     錠をかけることをｶﾀﾒﾙという 

11-02 ｼﾒﾙ ﾀﾂ ﾀﾃﾙ K2:誘導 

11-03 ｼﾒﾙ ﾋｯﾁﾒﾙ   K2:誘導･強引に閉めること 

11-04 ｼﾒﾙ     ､(11YKK 北･中巨摩･甲府､S54('79).7-11) 

11-05 ｼﾒﾙ     戸締まりすることをｶﾀﾒﾙという 

11-06 ｼﾒﾙ ﾀﾃﾙ   K2:誘導 

11-07 ｼﾒﾙ ｼﾀﾃﾙ ﾀﾃﾙ K3:誘導 

11-08 ｼﾒﾙ       

11-09 ｼﾒﾙ ﾀﾃﾙ ﾋｯﾁﾒﾙ 戸締まりすることをｶﾀﾒﾙという 

11-10 ｼﾒﾙ ﾀﾃﾙ   K2:誘導､戸締まりすることをｶﾀﾒﾙという 

11-11 ｼﾒﾙ ﾀﾃﾙ   K2:誘導･雨戸などの場合 

11-12 ﾋｯﾀﾃﾙ ｼﾒﾙ ﾀﾃﾙ 
K4:ﾋｯﾁﾒﾙ､K1:多､K3･K4:誘導､戸締まりするこ

とをｶﾀﾒﾙという･ｱﾏﾄﾞｵｶﾀﾒﾙ 

11-13 ｼﾒﾙ ﾀﾃﾙ ﾋｯﾁﾒﾙ 
K1:戸締まりすることもいう､K3:誘導･強引に

閉めること 

11-14 ｼﾒﾙ     戸締まりすることをｶﾀﾒﾙという 

11-15 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ     

11-16 ﾋｯﾀﾃﾙ ｼﾒﾙ     

11-17 ｼﾒﾙ     戸締まりすることをｶﾀﾒﾙという 

11-18 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ     

11-19 ｼﾒﾙ       

11-20 ｼﾒﾙ ﾄｼﾞﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ K3:誘導 

11-21 ｼﾒﾙ     K1:誘導 
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11-22 ｼﾒﾙ ﾀﾃﾙ   K2:誘導 

11-23 ｼﾒﾙ ﾀﾃﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ   

11-24 ｼﾒﾙ       

11-25 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ     

11-26 ｼﾒﾙ       

11-27 ｼﾒﾙ ﾀﾃﾙ   戸締まりすることをｶﾀﾒﾙという 

11-28 ｼﾒﾙ ﾀﾃﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ 
K1:多､K2･K3:誘導､かぎをかけることをｶﾀﾒﾙ

という 

11-29 ｼﾒﾙ ﾋｷﾖｾﾙ     

11-30 ﾀﾃﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ   ﾄｵｼﾒﾙは戸締まりすること 

11-31 ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ   
[K2:戸･障子の場合か戸締まりの場合か不

明] 

11-32 ｼﾒﾙ     戸締まりすることをｶﾀﾒﾙという 

11-33 ｼﾒﾙ ﾀﾃﾙ ﾋｯﾁﾒﾙ K1:普通､K3:誘導･少 

11-34 ｼﾒﾙ ﾋｯﾁﾒﾙ   戸締まりすることをｶﾀﾒﾙという 

11-35 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ   戸締まりすることをｶﾀﾒﾙという 

11-36 ｼﾒﾙ ｼｯﾀﾃﾙ     

11-37 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ   K2:昔･老人 

11-38 ﾀﾃﾙ ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ 
K2:多､K1･K3:戸を締めることと戸締まりするこ

ととの両用 

11-39 ｼﾒﾙ ﾋｯﾁﾒﾙ   
K2:強引に閉めること､戸締まりすることをｶﾀﾒ

ﾙという 

11-40 ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ ﾋｯﾁﾒﾙ K4:ﾋｯﾀﾃﾙ(誘導)､K3:誘導 

11-41 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ   戸締まりすることをｶﾀﾒﾙという､ﾋｯﾀｯﾃｶﾀﾒﾛ 

11-42 ｼﾒﾙ     戸締まりすることをｶﾀﾒﾙという 

11-43 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ ﾋｯﾁﾒﾙ K4:ｶﾀﾒﾙ(誘導)､K2･K3:誘導 

11-44 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ ｶﾀﾒﾙ K3:誘導 

11-45 ｼﾒﾙ ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ 
K2:誘導･昔､戸締まりすることをｶﾀﾒﾙという･ﾄ

ｵｶﾀﾒﾙ 

11-46 ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ   K2:誘導 

11-47 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ   K2:誘導･昔､戸締まりすることをｶﾀﾒﾙという 

11-48 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ ﾋｯﾁﾒﾙ K2:多 

11-49 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ   戸締まりすることをｶﾀﾒﾙという 

11-50 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ   K2:誘導･昔 

11-51 ｼﾒﾙ ﾀﾃﾙ ｶﾀﾒﾙ K2:昔､K3:誘導･理解語 

11-52 ｼﾒﾙ ﾀﾃﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ 戸締まりすることをｶﾀﾒﾙという 

11-53 ｼﾒﾙ       

11-54 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ ﾋｯﾁﾒﾙ K2:多､戸締まりすることをｶﾀﾒﾙという 

11-55 ｼﾒﾙ     戸締まりすることをｶﾀﾒﾙという 

11-56 ｼﾒﾙ ﾀﾃﾙ   K1:多､戸締まりすることをｶﾀﾒﾙという 

11-57 ｼﾒﾙ     K1:誘導 

11-58 ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ   K1:普通､K2:誘導･少 

11-59 ｼﾒﾙ       

11-60 ｼﾒﾙ ﾋｯﾁﾒﾙ   K2:誘導･昔 

11-61 ｼﾒﾙ ﾋｯﾁﾒﾙ   K2:誘導･昔､戸締まりすることをｶﾀﾒﾙという 

11-62 ｼﾒﾙ ﾋｯﾁﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ K2･K3:誘導･少 

11-63 ｼﾒﾙ     戸締まりすることをｶﾀﾒﾙという 

11-64 ｼﾒﾙ       

11-65 ｼﾒﾙ     戸締まりすることをｶﾀﾒﾙという 

11-66 ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ   K2:誘導･昔 

11-67 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ   戸締まりすることをｶﾀﾒﾙという 

11-68 ｼﾒﾙ       

11-69 ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ   K2:誘導･昔･障子をｶﾀﾒﾙ 

11-70 ｼﾒﾙ     玄関の戸を締めることをｶﾀﾒﾙという 

11-71 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ     

11-72 ｼﾒﾙ       

11-73 ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ   K1･K2:誘導 

11-74 ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ   K2:誘導･昔 

11-75 ｼﾒﾙ ﾀﾃﾙ   K2:昔､戸締まりすることをｶﾀﾒﾙという 

11-76 ｼﾒﾙ     
戸締まりすることをｶﾀﾒﾙという･ﾌﾞﾝﾀﾞｽﾄｷﾆｬｰ

ｶﾀﾒﾃｺｰ(出かける時には戸締まりしてこい) 

11-77 ｼﾒﾙ       

11-78 ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ   K1･K2:誘導 

11-79 ｼﾒﾙ ﾋｯﾁﾒﾙ   
K1:多､K2:誘導､戸締まりすることをｶﾀﾒﾙとい

う 

11-80 ｶﾀﾒﾙ ｼﾒﾙ   
K1:戸を締めることと戸締まりするとは区別し

ない､K2:誘導 

11-81 ｼﾒﾙ ﾀﾃﾙ   K2:誘導･昔 

11-82 ｼﾒﾙ ﾀﾃﾙ   
K2:誘導､戸を締めることと戸締まりするとは

区別しない 
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11-83 ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ   K2:誘導 

11-84 ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ   
K2:誘導･昔､戸を締めることと戸締まりすると

は区別しない 

11-85 ｼﾒﾙ ﾀﾃﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ 戸締まりすることをｶﾀﾒﾙという 

11-86 ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ   K2:奥さん･障子をｶﾀﾒﾙ 

11-87 ｼﾒﾙ       

11-88 ｼﾒﾙ ﾀﾃﾙ ｶﾀﾒﾙ 
K2:誘導･昔､K3:誘導･子供の頃閉めるの意に

使った 

11-89 ｼﾒﾙ ﾀﾃﾙ ｵｯﾀﾃﾙ K2:丁寧 

11-90 ｼﾒﾙ     ﾀﾃﾙははずしたものを元どうりにすること 

11-91 ｼﾒﾙ ﾀﾃﾙ   
K2:誘導･昔､戸締まりすることを昔ｶﾀﾒﾙといっ

た 

11-92 ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ   K2:誘導 

11-93 ｼﾒﾙ ﾀﾃﾙ   
K2:誘導､戸を締めることと戸締まりするとは

区別しない 

11-94 ｼﾒﾙ       

11-95 ｼﾒﾙ     戸締まりすることをｶﾀﾒﾙという 

11-96 ｼﾒﾙ     戸締まりすることをｶﾀﾒﾙという 

11-97 ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ   K2:誘導･玄関の戸などの場合 

11-98 ｼﾒﾙ     戸締まりすることをｶﾀﾒﾙという 

11-99 ｼﾒﾙ       

11-100 ｼﾒﾙ       

11-101 ｼﾒﾙ     戸締まりすることをｶﾀﾒﾙという 

11-102 ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ ﾀﾃﾙ K1:今､K2:昔､K3:元になおすこと 

11-103 ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ   
K2:誘導､戸を締めることと戸締まりするとは

区別しない 

11-104 ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ   戸を締めることと戸締まりするとは区別しない 

12-01 ﾋｯﾁﾒﾙ     ､(12YHW 早川(再)､S55('80)-57) 

12-02 ｼﾒﾙ       

12-03 ﾀﾃﾙ       

12-04 ﾀﾃﾙ ｼﾒﾙ     

12-05 ﾀﾃﾙ ｼﾒﾙ   K1:古､K2:誘導 

12-06 ﾀﾃﾙ ｼﾒﾙ   K2:今､ｼﾒﾃﾈﾛ(今) 

12-07 調査不備       

12-08 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ     

12-09 ｼﾒﾙ     締めると戸締まりとは同じで区別しない 

12-10 ｼﾒﾙ     ﾀﾃﾙはいわない 

12-11 ﾋｯﾀﾃﾙ       

12-12 ﾋｯﾀﾃﾙ       

12-13 調査不備       

12-14 ｼﾒﾙ       

12-15 ｼﾒﾙ ﾀﾃﾙ   K2:誘導･昔 

12-16 ｼﾒﾙ ﾀﾃﾙ   K2:誘導 

12-17 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ     

12-18 ﾋｯﾀﾃﾙ       

12-19 ｼﾒﾙ       

12-20 ｼﾒﾙ ﾀﾃﾙ     

12-21 ｼﾒﾙ       

12-22 ｼﾒﾙ ﾀﾃﾙ   K2:少ない 

12-23 ｼﾒﾙ     ﾀﾃﾙはいわない 

12-24 ｼﾒﾙ ﾀﾃﾙ   K1:障子の場合､K2:戸の場合 

12-25 ｼﾒﾙ       

12-26 ｼﾒﾙ ﾀﾃﾙ   K2:誘導 

12-27 ｼﾒﾙ       

12-28 ｼﾒﾙ ﾀﾃﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ K2:誘導･外れたものをはめること 

12-29 ｼﾒﾙ ﾀﾃﾙ   K1･K2:誘導 

12-30 ｼﾒﾙ ﾀﾃﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ K2:雨戸をﾀﾃﾙ 

12-31 ﾋｯﾀﾃﾙ       

12-32 ﾀﾃﾙ ｼﾒﾙ   K2:誘導 

12-33 ｼﾒﾙ       

12-34 ｼﾒﾙ       

12-35 ﾋｯﾀﾃﾙ ｼﾒﾙ     

12-36 調査不備       

12-37 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ     

12-38 調査不備       

12-39 ｼﾒﾙ ﾀﾃﾙ   K2:誘導･理解語 

12-40 ｼﾒﾙ ﾀﾃﾙ   K2:誘導･普通･雨戸をﾀﾃﾙ 

12-41 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾁﾒﾙ     

12-42 ﾀﾃﾙ       
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13-01 ｼﾒﾙ     戸締まりはﾄｼﾞﾏﾘ 

13-02 ｼﾒﾙ     戸締まりはﾄｼﾞﾏﾘｽﾙ 

13-03 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ   K2:誘導､戸締まりはﾄｼﾞﾏﾘｽﾙ 

13-04 ｼﾒﾙ     ､(13YNY 西八代､S50('75).8) 

13-05 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ     

13-06 ｶﾀﾒﾙ     戸締まりはﾋｯﾀﾃﾙ 

13-07 ﾋｯﾀﾃﾙ ｼﾒﾙ   ｶﾀﾒﾙは鍵をかけること 

13-08 ﾋｯﾀﾃﾙ     ほかにｶｷﾞｮｰｶｹﾛ 

13-09 ｼﾒﾙ       

13-10 ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ     

13-11 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ   K2:誘導･昔 

13-12 ｼﾒﾙ     座敷のからかみなどはﾀﾃﾙ 

13-13 ｼﾒﾙ ｶﾀﾒﾙ   K1:戸をｼﾒﾙ､K2:誘導･障子をｶﾀﾒﾙ 

13-14 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ     

13-15 調査不備       

13-16 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ   K2:誘導･昔 

13-17 調査不備       

13-18 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ   K2:誘導･昔 

13-19 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ     

13-20 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾂ   K1:要時間･誘導 

13-21 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ     

13-22 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾂ     

13-23 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ   K2:誘導 

13-24 ｼﾒﾙ       

13-25 ﾋｯﾀﾃﾙ       

13-26 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ   K2:誘導 

13-27 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ     

13-28 ﾋｯﾀﾃﾙ ｼﾒﾙ     

13-29 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ     

13-30 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ     

13-31 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ   K2:誘導･昔 

13-32 ｶﾀﾒﾙ ｼﾒﾙ     

13-33 ﾋｯﾀﾃﾙ       

13-34 ﾋｯﾀﾃﾙ       

13-35 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ   K2:誘導､戸締まりではない 

13-36 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ   K2:誘導 

13-37 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ   K2:誘導･昔 

13-38 ﾋｯﾀﾃﾙ     戸締まりはｶﾀﾒｵｶｹﾙ 

13-39 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ     

13-40 ｼﾒﾙ     戸締まりはﾄｼﾞﾏﾘという 

13-41 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ   K2:誘導 

13-42 ﾋｯﾀﾃﾙ       

13-43 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ   K2:多 

13-44 ﾋｯﾀﾃﾙ ｼﾒﾙ     

13-45 ｼﾒﾙ ﾋｯﾀﾃﾙ   ｶﾀﾒﾙは鍵をかけることをいう 

13-46 ﾋｯﾀﾃﾙ ｼﾒﾙ   戸締まりはｶｷﾞｵｶｹﾙという 

13-47 ｼﾒﾙ     ｶﾀﾒﾙは鍵をかけて戸締まりすること 

13-48 ﾋｯﾀﾃﾙ     戸締まりはｶｷﾞｵｶｹﾙ 

13-49 ﾋｯﾀﾃﾙ     鍵をかけて戸締まりすることをｶﾀﾒﾙという 

 

山梨県言語地図 058 (戸を)しめる(締める) 

02YMS 身延､S42('67).7 [YMS60_0.TXT] 

           山梨県南都留郡増穂町言語調査項目（（戸を）閉める） 

質問文(項目 60)：ｔｏ ｏ ∫ｉｍｅｒｕ 

    戸や障子を開けることの反対をなんと言いますか。 

    それでは戸締まりをすることは言い方が違いますか。 

      ∫imeru    katamer 

03YMI 身延､S43('68).7 

項目６０：戸を締める [YMI060H.TXT] 

  調査簿がないので判明しないが、ｶﾀﾒﾙ･ﾄｼﾞﾙはおそらく鍵をかけて戸締まりすることならん。 

  「締める」と「戸締まり」を別図にしてもよい。（全県下について） 

以下は、高橋(照)の補記(H27(2015).08.17)。 

12YHW 早川(再)､S55('80)-57 の調査では、 

「締める」を YHW095-1.TXT に、「戸締り」を YHW095-2.TXT に分けている。 

yla058sime.txt では、「締める」の YHW095-1.TXT を使用した。 

出現語形出現語形出現語形出現語形(22) 

ｵｯﾀﾃﾙ(2),ｶﾀﾒﾙ(185),ｼｯﾀﾃﾙ(10),ｼﾀﾃﾙ(1),ｼﾒﾙ(533),ﾀﾂ(2),ﾀﾃﾙ(112),ﾄｼﾞﾏﾘ(1),ﾄｼﾞﾙ(8),ﾋｯｼﾒﾙ(1),ﾋｯﾀｹﾙ(1),ﾋｯ

ﾀﾁﾒﾙ(1),ﾋｯﾀﾂ(11),ﾋｯﾀﾃﾙ(214),ﾋｯﾁｬﾃﾙ(2),ﾋｯﾁﾒﾙ(53),ﾋｯﾁﾙ(1),ﾋｷﾖｾﾙ(2),ﾋｸ(7),データ不明(24),調査不備

(50),調査票欠(2). 


