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山梨県言語地図 060 じなん(次男)                             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 ﾆﾅﾝ ﾆﾊﾞﾝﾒ ﾆﾊﾞﾝﾔﾛｰ K3:俗､ほかにﾅｶｯｾ(まん中の子) 

02-02 ｼﾞﾅﾝﾎﾞｰ ﾆﾊﾞﾝﾒ   ､(02YMS 増穂､S42('67).7) 

02-03 ﾆﾊﾞﾝﾔﾛｰ ｼﾞﾅﾝ   K2:誘導･上品､ほかにｼｬﾃｰﾑｽｺ･ｼｬﾃｰ 

02-04 ﾆﾊﾞﾝﾔﾛｰ ｼﾞﾅﾝ     

02-05 ｼﾞﾅﾝ ﾆﾊﾞﾝﾔﾛｰ   K2:古､ほかにﾅｶｯｾ- 

02-06 ｼﾞﾅﾝﾎﾞｰ ﾆﾊﾞﾝﾔﾛｰ   ほかにﾅｶｯｾ-(稀) 

02-07 ﾆﾊﾞﾝﾔﾛｰ ｼﾞﾅﾝ   
ほかにｼｬﾃｰﾔﾛｰ･ﾅｶｯｾ-(まん中の子)､K1･

K2･ｼｬﾃｰﾔﾛｰ:同じ程度に使う 

02-08 ﾆﾊﾞﾝﾒ ﾆﾊﾞﾝﾔﾛｰ   K2:誘導､ほかにｼｬﾃｰ 

02-09 ｼﾞﾅﾝ ﾆﾊﾞﾝﾒ     

02-10 ﾆﾊﾞﾝﾔﾛｰ ﾆﾅﾝ   ほかにﾅｶｯｾ(３人のときに使う) 

02-11 ﾆﾊﾞﾝﾔﾛｰ     K1:誘導 

02-12 ﾆﾊﾞﾝﾒ       

02-13 ﾆﾊﾞﾝﾔﾛｰ ｼﾞﾅﾝ   ほかにﾅｶｯｾ 

02-14 ｼﾞﾅﾝ     ほかにｵﾄｰﾄ･ｼｬﾃｰ 

02-15 N     
ほかにｼｬﾃｰ(今でも)･ﾅｶｯｾ-(３人あって､そ

の真ん中) 

02-16 ｼﾞﾅﾝﾎﾞｰ ﾆﾊﾞﾝﾔﾛｰ     

02-17 ｼﾞﾅﾝ ﾆﾊﾞﾝﾔﾛｰ   ほかにﾅｶｯｾ-(男女を問わず真中の子) 

02-18 ｼﾞﾅﾝ ﾆﾊﾞﾝﾒ ﾆﾊﾞﾝﾔﾛｰ ほかにﾅｶｯｾ(誘導･女の子) 

02-19 ﾆﾅﾝ ﾆﾊﾞﾝﾔﾛｰ     

02-20 ﾆﾊﾞﾝﾒ ｼﾞﾅﾝﾎﾞｰ ﾆﾅﾝﾔﾛｰ K3:古､ほかにﾅｶｯｾ(古) 

02-21 ｼﾞﾅﾝ ﾆﾊﾞﾝﾒ   ほかにﾅｶｯｾ- 

02-22 ｼﾞﾅﾝ ｼﾞﾅﾝﾎﾞｰ     

02-23 ｼﾞﾅﾝ ﾆﾊﾞﾝﾒ ｼﾞﾅﾝﾎﾞｰ 
K4:ﾆﾊﾞﾝﾔﾛｰ(誘導･下品)､ほかにﾅｶｯｾ-(間の

子) 

02-24 ｼﾞﾅﾝ ﾆﾊﾞﾝﾔﾛｰ   ほかにｼｬﾃｰ(普通)･ﾅｶｯｾ(３番目) 

02-25 ｼﾞﾅﾝﾎﾞｰ ﾆﾊﾞﾝﾒ   ほかにｵﾄｰﾄ(昔)･ﾅｶｯｾ-(誘導･真ん中) 

02-26 ﾆﾊﾞﾝﾒ ｼﾞﾅﾝﾎﾞｰ ﾆﾊﾞﾝﾔﾛｰ K1:多､K3:老 

02-27 ﾆﾊﾞﾝﾒ ｼﾞﾅﾝ   K2:新 

02-28 ﾆﾊﾞﾝﾒ ｼﾞﾅﾝ     

02-29 ｼﾞﾅﾝ ﾆﾊﾞﾝﾔﾛｰ   
ほかにﾅｶｯｾ-(誘導･少･２番目と限らず･間の

子) 

02-30 ｼﾞﾅﾝ ﾆﾅﾝ ﾆﾊﾞﾝﾔﾛｰ 
K3:話のはずみでいう､ほかにﾅｶｯｾ(３人のと

き) 

02-31 ﾆﾊﾞﾝﾒ ﾆﾊﾞﾝﾔﾛｰ   ほかにﾅｶｯｾ- 

02-32 ｼﾞﾅﾝ ﾆﾊﾞﾝﾔﾛｰ   

K2:誘導･下品､ほかにﾅｶｯｾ(長男と末っ子の

間の子の総称)･ｼｬﾃｰ(下の男の子)･ｵﾄｰﾄ(下

の男の子) 

02-33 ｼﾞﾅﾝ ﾆﾊﾞﾝﾔﾛｰ   ほかにﾅｶｯｾｲ(３人の中の子) 

02-34 ﾆﾊﾞﾝﾒ ﾆﾊﾞﾝﾔﾛｰ   
ほかにﾅｶｯｾ-(男女に関係なく上と下の間の

子) 

02-35 ｼﾞﾅﾝ     ほかにﾅｶｯｾ- 

02-36 ﾆﾅﾝﾎﾞｰ ﾆﾊﾞﾝﾒ ﾌﾀﾘﾒ 
K2:昔から､K4:ｵｼﾞﾅﾝ(稀)､ほかにﾅｶｯｾ-(誘

導) 

02-37 ｼﾞﾅﾝﾎﾞｰ ﾆﾊﾞﾝﾔﾛｰ   K2:老､ほかにﾅｶｯｾ- 

02-38 ﾆﾅﾝ ﾆﾊﾞﾝﾔﾛｰ   ほかにﾅｶｯｾ- 

02-39 ｼﾞﾅﾝ ﾆﾊﾞﾝﾔﾛｰ   
K2:誘導･少､ほかにﾅｶｯｾ(３人いる真ん中の

ことで次男についてはあまり使わない) 

02-40 N     ほかにｼｬﾃｰ 

02-41 ﾆﾊﾞﾝﾒ ﾆﾊﾞﾝﾔﾛｰ   K2:理解語､ほかにﾅｶｯｾ-(誘導･稀) 

02-42 ﾆﾊﾞﾝﾒ     K1:普通､ほかにﾅｶｾ(老･少) 

02-43 ﾆﾊﾞﾝｺ       

02-44 ﾆﾊﾞﾝﾔﾛｰ ｼﾞﾅﾝ   K1･K2:誘導､ほかにﾆﾊﾞﾝｼｬﾃｰ 

02-45 ｼﾞﾅﾝ ﾆﾊﾞﾝﾔﾛｰ   K2:誘導 

03-01 ｼﾞﾅﾝ ﾅｶｯｾｰ ｼｬﾃｰ K3:誘導 

03-02 ﾅｶｯｾ     ､(03YMI 身延､S43('68).7) 

03-03 ｼﾞﾅﾝ ﾆﾅﾝﾎﾞｰ ﾅｶｯｾ K3:昔･まん中の子 

03-04 ﾅｶｯｾｰ       

03-05 ｼﾞﾅﾝ ﾆﾊﾞﾝﾒ ﾆﾊﾞﾝﾔﾛｰ   

03-06 ｼﾞﾅﾝ ﾆﾊﾞﾝﾔﾛｰ     

03-07 ｼﾞﾅﾝ ﾆﾅﾝ ｼｬﾃｰ   

03-08 ｼﾞﾅﾝ       

03-09 ﾆﾅﾝ ｼｬﾃｰ     

03-10 ﾆﾅﾝ ﾆﾊﾞﾝﾒ ﾆﾊﾞﾝﾔﾛｰ   

03-11 ﾆﾅﾝ ｼｬﾃｰ     

03-12 ｼﾞﾅﾝ ﾆﾅﾝ ﾆﾊﾞﾝﾔﾛｰ K4:ﾅｶｯｾ 

03-13 ｼﾞﾅﾝ ﾅｶｯｾｰ     



2 

 

03-14 ｼﾞﾅﾝ ﾅｶｯｾｰ   K2:誘導･まん中の子 

03-15 ｼﾞﾅﾝ ｼﾞﾅﾝﾎﾞｰ ﾆﾊﾞﾝﾒ K4:ﾆﾊﾞﾝﾔﾛｰ 

03-16 ｼﾞﾅﾝ ﾅｶｯｾ ｼｬﾃｰｯｺ K2:３人のまん中の子 

03-17 ﾆﾅﾝ ｼﾞﾅﾝ     

03-18 調査票欠       

03-19 ﾆﾅﾝ ﾆﾅﾝﾎﾞｰ ｼﾞﾅﾝﾎﾞｰ K4:ｼｬﾃｰ(誘導･古) 

03-20 ｼﾞﾅﾝ ﾆﾊﾞﾝﾎﾞｰ ｼｬﾃｰ   

03-21 ﾅｶｯｾｰ ｼｬﾃｰ ｹﾞﾔﾊﾟｼﾗ   

03-22 ｼﾞﾅﾝ ﾆﾅﾝ ｼｬﾃｰ K3:誘導･二男以下をいう 

03-23 ｼﾞﾅﾝ ﾅｶｯｾ ｵﾄｰﾄ K2:３人のまん中の子 

03-24 ﾆﾅﾝ ﾆﾊﾞﾝﾒ ｼｬﾃｰ   

03-25 ﾆﾅﾝﾎﾞｰ ﾅｶｯｾ   K2:誘導 

03-26 ｼﾞﾅﾝ ﾆﾅﾝ ｼｬﾃｰ K3:誘導 

03-27 ｼﾞﾅﾝ ﾆﾅﾝ ﾆﾊﾞﾝﾔﾛｰ   

03-28 ｼﾞﾅﾝﾎﾞｰﾔﾛｰ ﾌﾀﾘﾒ ﾅｶｯｾｰ K4:ｼｬﾃｰ 

03-29 ｼﾞﾅﾝ ｼﾞﾅﾝﾎﾞｰ ｼｬﾃｰ K3:誘導･二男以下をいう 

03-30 ﾆﾊﾞﾝﾒ ﾅｶｯｾ ｼﾞﾅﾝﾎﾞｰ K2:まん中の子､K3:誘導 

03-31 ｼﾞﾅﾝ ﾆﾅﾝ ﾅｶｯｾｰ K4:ｼｬﾃｰ､K5:ｼｬﾃｰｯｺ 

03-32 ｼﾞﾅﾝ ﾅｶｯｾ ｼｬﾃｰ   

03-33 ﾆﾅﾝ ﾆﾅﾝﾎﾞｰ ｼﾞﾅﾝ K4:ﾆﾊﾞﾝﾔﾛｰ 

03-34 ｼﾞﾅﾝ       

03-35 ｼﾞﾅﾝ ﾆﾊﾞﾝﾒ ﾅｶｯｾ   

03-36 ﾆﾅﾝ ｼﾞﾅﾝ ｼﾞﾅﾝﾎﾞｰ K4:ﾆﾊﾞﾝﾔﾛｰ 

03-37 ｼﾞﾅﾝ ﾅｶｯｾ ｼﾞﾅﾝﾎﾞｰﾔﾛｰ K1:要時間､K2:まん中の子 

03-38 ﾆﾅﾝ ｼﾞﾅﾝ ﾆﾊﾞﾝﾔﾛｰ K4:ｼｬﾃｰ 

03-39 ﾆﾅﾝ       

03-40 ｼﾞﾅﾝ ﾆﾅﾝ ｼｬﾃｰ   

03-41 ｼﾞﾅﾝ       

03-42 調査票欠       

03-43 ﾆﾅﾝ ﾆﾅﾝﾎﾞｰ ｼﾞﾅﾝ K4:ｼﾞﾅﾝﾎﾞｰﾔﾛｰ､K5:ﾆﾊﾞﾝｺ､K6:ｼｬﾃｰ 

03-44 ｼﾞﾅﾝ       

04-01 ｼﾞﾅﾝ     ､(04YKN 鰍沢･中富､S44('69).2･S45) 

04-02 ﾆﾊﾞﾝﾒ ｼｬﾃｰ     

04-03 ｼﾞﾅﾝ ｼﾞﾅﾝﾎﾞｰ ﾆﾅﾝ K4:ﾆﾊﾞﾝﾔﾛｰ 

04-04 ｼﾞﾅﾝ ﾆﾊﾞﾝﾒ     

04-05 ｼｬﾃﾞｰ ﾆﾅﾝ   ほかにﾅｶｯｾ(まん中の子) 

04-06 ﾆﾅﾝ ﾆﾊﾞﾝﾒ     

04-07 ﾆﾊﾞﾝﾎﾞｰ ｼﾞﾅﾝ ﾆﾊﾞﾝﾔﾛｰ ﾅｶｯｾ(まん中の子) 

04-08 ｼﾞﾅﾝ ﾆﾊﾞﾝﾒ   ほかにﾅｶｯｾ 

04-09 ｼﾞﾅﾝ ﾆﾊﾞﾝﾔﾛｰ   ほかにﾅｶｾ 

04-10 ｼﾞﾅﾝ ﾆﾊﾞﾝﾔﾛｰ ｼｬﾃｰ   

04-11 ﾆﾊﾞﾝﾒ     ﾅｶｯｾ(まん中の子) 

04-12 ｼﾞﾅﾝﾎﾞｰ ﾆﾊﾞﾝﾔﾛｰ   ﾅｶｯｾ(まん中の子) 

04-13 ｼﾞﾅﾝ ｼﾞﾅﾝﾎﾞｰ ﾆﾅﾝ K4:ﾆﾊﾞﾝﾒ 

04-14 ﾆﾅﾝ ｵﾄｰﾄ   ﾅｶｯｾ(まん中の子) 

04-15 ｼﾞﾅﾝ ｼｬﾃﾞｰ ﾆﾊﾞﾝﾔﾛｰ K3:誘導､ﾅｶｯｾ(まん中の子) 

04-16 ｼﾞﾅﾝ ﾆﾊﾞﾝﾒ ｼﾞﾅﾝﾎﾞｰ ﾅｶｯｾ(男女とも３人のまん中の子) 

04-17 ｼﾞﾅﾝ ｵﾄﾄ ﾆﾅﾝ K1:多､ﾅｶｯｾ(まん中の子) 

04-18 ｼﾞﾅﾝ ﾆﾊﾞﾝﾑｽｺ   ﾅｶｯｾ(まん中の子) 

04-19 ｼﾞﾅﾝﾎﾞｰ ﾆﾊﾞﾝ   ﾅｶｯｾ(まん中の子) 

04-20 ﾆﾊﾞﾝﾔﾛｰ ｼﾞﾅﾝ ｼｬﾃｰ   

04-21 ｼﾞﾅﾝ ﾆﾅﾝ   ほかにﾅｶｾ 

04-22 ｼﾞﾅﾝ ｼﾞﾅﾝﾎﾞｰﾔﾛｰ ﾆﾅﾝ K4:ｼｬﾃｰ 

04-23 ﾆﾊﾞﾝﾒ ｼﾞﾅﾝ     

04-24 ｼﾞﾅﾝ ｼｬﾃﾞｰ     

04-25 ｼﾞﾅﾝ ﾆﾅﾝ ｼｬﾃｰ ﾅｶｯｾ(まん中の子) 

04-26 ｼﾞﾅﾝ ｼﾞﾅﾝﾎﾞｰﾔﾛｰ ﾆﾅﾝ K4:ﾆﾊﾞﾝﾔﾛｰ 

04-27 ｼﾞﾅﾝ ﾆﾅﾝ ﾆﾊﾞﾝﾔﾛｰ ほかにﾅｶｯｾ(まん中の子) 

04-28 ｼﾞﾅﾝ ﾆﾅﾝ     

04-29 ｼﾞﾅﾝ ｼﾞﾅﾝﾎﾞｰ ﾆﾅﾝﾎﾞｰ K4:ｼｬﾃｰ 

04-30 ｼﾞﾅﾝ ｼﾞﾅﾝﾎﾞｰ ﾆﾅﾝ K4:ﾆﾊﾞﾝﾔﾛｰ 

04-31 ﾆﾊﾞﾝﾒ ｼﾞﾅﾝﾎﾞｰﾔﾛｰ ﾆﾅﾝ ﾅｶｯｾ(まん中の子) 

04-32 ｼﾞﾅﾝ ﾆﾊﾞﾝﾔﾛｰ     

04-33 ｼﾞﾅﾝ       

04-34 ｼﾞﾅﾝ ｼﾞﾅﾝﾎﾞｰﾔﾛｰ ﾆﾅﾝ   

04-35 ｼﾞﾅﾝ ｼﾞﾅﾝﾎﾞｰ ｼｬﾃｰ   

04-36 ｼﾞﾅﾝﾎﾞｰ ﾆﾅﾝﾎﾞｰ ｼﾞﾅﾝ   

04-37 ｼﾞﾅﾝ       
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04-38 ｼﾞﾅﾝ ﾆﾅﾝ ﾆﾊﾞﾝﾔﾛｰ K4:ﾆﾊﾞﾝﾒ､K2･K3:誘導､ﾅｶｯｾはまん中の子 

04-39 ｼﾞﾅﾝﾎﾞｰ       

05-01 ﾆﾊﾞﾝﾒ     ､(05YNK 中巨摩､S46('71).2) 

05-02 ﾆﾊﾞﾝ ﾆﾊﾞﾝﾒ ﾆﾊﾞﾝﾔﾛｰ 
K4:ﾅｶｯｾｰ(真ん中の場合)､K5:ｼｬﾃｰ(誘導･弟

のこと)､K6:ｼﾞﾅﾝ(最近)､K3:誘導 

05-03 ｼﾞﾅﾝ ﾅｶｯｾ ｼｬﾃｰ K2:誘導･真ん中､K3:誘導･弟のこと 

05-04 ﾆﾅﾝ ﾆﾊﾞﾝﾒﾔﾛｰ ｼﾞﾅﾝ 
K4:ﾅｶｯｾｰ､K5:ｼｬﾃｰ(誘導･兄が弟をいう場

合･目上が目下を呼ぶ場合はｼｬﾃｰﾔﾛ) 

05-05 ﾅｶｯｾ ｼﾞﾅﾝ   K1:三人の場合の真ん中で､男女ともいう 

05-06 ｵﾄｰﾄ ﾆﾊﾞﾝﾒ ﾅｶｯｾ K3:誘導･少･三人の場合 

05-07 ｼﾞﾅﾝﾎﾞｰ ｵﾄｰﾄﾔﾛｰ ﾅｶｯｾ K4:ｼｬﾃｰ(誘導)､K3:誘導 

05-08 ｼｬﾃｲ ｼﾞﾅﾝ ﾅｶｯｾ K2:誘導､K3:三人兄弟の真ん中だけ 

05-09 ｾｶﾞﾚ ﾆﾊﾞﾝﾒ ｼﾞﾅﾝ 
K4:ｼｬﾃｰ(誘導･長男以外の男子全部)､K5:ﾅｶ

ｯｾｰ､K3:誘導 

05-10 ｼﾞﾅﾝ ﾆﾊﾞﾝﾒ ﾅｶｯｾ K3:誘導 

05-11 ｼﾞﾅﾝﾎﾞｰ ﾆﾊﾞﾝﾒ ｼﾞﾅﾝ 
K4:ﾆﾅﾝ(誘導)､K5:ｼｬﾃｰ(誘導･弟全部)､K6:ﾅｶ

ｯｾ(誘導)､K3:誘導 

05-12 ｼﾞﾅﾝ ﾅｶｯｾ     

05-13 ｼｬﾃｰ ｼﾞﾅﾝ ﾅｶｯｾ K3:誘導 

05-14 ｲｾｷ ﾅｶｯｾ ｼｬﾃｰ K2:三人の場合､K3:誘導･一番目以外 

05-15 ﾆﾅﾝﾎﾞｰ ｼﾞﾅﾝ ﾆﾅﾝ K4:ｼｬﾃｰ､K5:ﾅｶｯｾ(男女を問わず) 

05-16 ｼｬﾃｰ ｼﾞﾅﾝ ﾆﾅﾝ K4:ﾅｶｯｾ､K1:長男以外の男の子､K2･K3:誘導 

05-17 ｼﾞﾅﾝ ﾆﾅﾝ ﾆﾅﾝﾎﾞｰ K3:誘導･多 

05-18 ｼﾞﾅﾝ ﾆﾊﾞﾝﾒﾔﾛｰ ｼﾞﾅﾝﾎﾞｰ K4:ｼｬﾃｰ(誘導)､K5:ﾅｶｯｾｰ(誘導) 

05-19 ｼﾞﾅﾝ ﾆﾊﾞﾝﾒ ｼｬﾃｰ K4:ﾅｶｯｾｰ(誘導)､K5:ｼﾞﾅﾝﾎﾞｰ(誘導) 

05-20 ｼﾞﾅﾝ ｼｬﾃｰ   K2:昔 

05-21 ｼﾞﾅﾝﾎﾞｰ ｼｬﾃｰ ﾅｶｯｾ K3:男女とも､真ん中の人 

05-22 ﾅｶｯｾｰ ﾆﾊﾞﾝﾎﾞｰ     

05-23 ｼﾞﾅﾝ ｼﾞﾅﾝﾎﾞｰ ｼｬﾃｰ 
K4:ﾅｶｯｾ(誘導･多勢で真ん中あたりのこと)､

K3:弟という意味 

05-24 ｼﾞﾅﾝ ｲｾｷﾔﾛｰ ﾅｶｯｾｰ K2:他へやるから､K3:真ん中の男女 

05-25 ｼﾞﾅﾝ ｼｬﾃｰ ﾅｶｯｾ K3:3 人の真ん中で男子のみ 

05-26 ｼﾞﾅﾝﾎﾞｰ ﾆﾊﾞﾝﾒ ﾅｶｯｾ K3:誘導･４人の場合は上から２人目 

05-27 ｼﾞﾅﾝ ﾆﾊﾞﾝﾒ ﾆﾅﾝ 
K4:ﾆﾊﾞﾝﾎﾞｰ(誘導)､K5:ｼｬﾃｰ(誘導)､K6:ﾅｶｯｾ

ｰ(誘導)､K3:誘導 

05-28 ﾆﾊﾞﾝﾒ ｼﾞﾅﾝ ﾆﾅﾝ K1:多､K2:誘導･今､K3:誘導 

05-29 ｼﾞﾅﾝ ﾆﾊﾞﾝﾒ ﾆﾊﾞﾝﾒﾔﾛｰ K4:ｼｬﾃｲ(誘導)､K5:ﾅｯｶｾｰ(誘導) 

05-30 ｼﾞﾅﾝ ﾆﾊﾞﾝﾒ ﾅｶｯｾ K3:誘導 

05-31 ｼｬﾃｰ ｼﾞﾅﾝ ﾅｶｯｾ K3:理解語 

05-32 ﾆﾊﾞﾝﾔﾛｰ ｼﾞﾅﾝ ﾅｶｯｾ K3:誘導･昔 

05-33 ﾆﾊﾞﾝﾒ ｼﾞﾛｰ ｼｬﾃｰ   

05-34 ｼﾞﾅﾝ ｼﾞﾅﾝﾎﾞｰ ﾆﾊﾞﾝﾒﾔﾛｰ K4:ﾅｶｯｾｰ(誘導)､K5:ｼｬﾃｰ 

05-35 ﾆﾊﾞﾝﾒ ﾅｶｯｾｰ ｼｬﾃｰ   

05-36 ﾆﾊﾞﾝﾒ       

05-37 ﾆﾊﾞﾝﾒ ﾅｶｯｾ     

05-38 ﾆﾊﾞﾝ       

05-39 ｼﾞﾅﾝ ﾆﾅﾝ ﾆﾊﾞﾝﾒ 
K4:ﾆﾊﾞﾝﾔﾛｰ､K5:ｼｬﾃｰ(誘導)､K6:ﾅｶｯｾｰ(誘

導) 

05-40 ﾅｶｯｾ ﾆﾊﾞﾝﾒ ｼｬﾃｰ K3:長男が次の弟をさしていう 

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       
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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 ﾅｶｯｾ ﾅｶｯｼｬ   K2:普通､(07YMT 富沢町､S48('73)･8;49) 

07-02 ｼﾞﾅﾝ ﾆﾅﾝﾎﾞｰ ｼｬﾃｰ K4:ｿｰﾘｮｰ(誘導)､K2:誘導･少､K3:誘導･弟 

07-03 ｼﾞﾅﾝ ｼｬﾃｰ ﾆﾅﾝ K3:誘導 

07-04 ｼﾞﾅﾝ ｼｬﾃｰ ﾅｶｯｾ 
K2:誘導･二番以下の弟､K3:誘導･三人兄弟

(姉妹)中の中の者を言う 

07-05 ｼﾞﾅﾝ ｼｬﾃｲ ﾅｶｯｾ 
K2:次男ばかりではない･二番目以下全てを

言う 

07-06 ｼﾞﾅﾝ ｼﾞﾅﾝﾎﾞｰ ｼｬﾃｰ K3:誘導･上の人から二･三男にかかわらず 

07-07 ｼﾞﾅﾝ ｼﾞﾅﾝﾎﾞｰ   K2:誘導 

07-08 ｼﾞﾅﾝ ｼｬﾃｰ   K2:誘導 

07-09 ﾆﾅﾝ ｼｬﾃｰ   K2:誘導 

07-10 ｼﾞﾅﾝ ﾆﾅﾝ ｼｬﾃｰ K3:誘導 

07-11 ﾆﾊﾞﾝﾒ ｼｬﾃｰ ﾅｶｯｼｬｰ K2:誘導･長男の弟たち､K3:誘導･中の兄弟 

07-12 ｼﾞﾅﾝ ｼｬﾃｰ     

07-13 ｼｬﾃｰ ｼﾞﾅﾝ   K1:二番目以降､K2:誘導 

07-14 ﾆﾅﾝ ｼﾞﾅﾝ     

07-15 ﾆﾅﾝ ﾆﾅﾝﾎﾞｰ ｼﾞﾅﾝ K3:誘導 

07-16 ｼﾞﾅﾝ ﾆﾅﾝﾎﾞｰ ｼｬﾃｰ 
K4:ﾅｶｯｻｲ(兄弟の真中)､K2:誘導､K3:誘導･二

男以下の全て 

07-17 ｼﾞﾅﾝ ｼﾞﾅﾝﾎﾞｰ ｼｬﾃｰｯｺ K4:ﾆﾅﾝﾎﾞｰ､K3:二番目以下 

07-18 ｼｬﾃｰｯｺ ﾅｶｯｻｲ   K2:誘導 

07-19 ｼﾞﾅﾝ ﾆﾊﾞﾝﾒ ｼﾞﾅﾝﾎﾞｰ K4:ﾆﾅﾝ(誘導) 

07-20 ｼﾞﾅﾝ ｼｬﾃｰ ｼｬﾃｰｯｺｿﾞｰ K4:ｼﾞﾅﾝﾎﾞｰ 

07-21 ｼﾞﾅﾝ       

07-22 ｼﾞﾅﾝ ｼｬﾃｰ   K2:誘導(ﾆﾊﾞﾝｼｬﾃｰ･ｻﾝﾊﾞﾝｼｬﾃｰ) 

07-23 ｼﾞﾅﾝ ｼｮｰｺｸ ｼｬﾃｰ 
K4:ﾆﾅﾝ(誘導)､K5:ﾆﾊﾞﾝﾎﾞｰ(誘導)､K6:ﾅｶｯｻｲ

(三人のときだけ使用) 

07-24 ﾆﾅﾝ ｼﾞﾅﾝ ﾆﾊﾞﾝｺ 
K4:ｼｬﾃｰ(誘導･二番目以下)､K3:次男が子供

の頃使用 

07-25 ｼｬﾃｰ ｼﾞﾅﾝ     

07-26 ｼﾞﾅﾝ ｼｬﾃｰ ｼﾞﾅﾝﾎﾞｰ K4:ﾅｶｯｼｬｰ(三人の真ん中･今は言わない) 

07-27 ｼｬﾃｰ ｼﾞﾅﾝ ﾆﾅﾝ K1:弟全部､K2･K3:誘導 

07-28 ﾆﾅﾝ ｼﾞﾅﾝ     

07-29 ｼﾞﾅﾝ       

07-30 ｼﾞﾅﾝ ﾅｶｯｾｰ ｼｬﾃｰ K2:誘導･真ん中の子､K3:誘導･弟のこと 

07-31 ｼﾞﾅﾝ ｼｬﾃｰ   K2:次男以下に使用 

08-01 ﾆﾊﾞﾝﾒ ﾅｶｯｾ   
K2:誘導･間の子供たち､(08YMT 南都留､

S50('75).8･S51) 

08-02 ｼﾞﾅﾝ ﾅｶｯｾｰ   K2:誘導･間に挟まれた兄弟を総称する 

08-03 ﾆﾊﾞﾝﾒ ﾅｶｯｾ ﾈｺﾉｼｯﾎﾟ 
K2:誘導､K3:二番目以下をいった･末子も含め

て 

08-04 ｼﾞﾅﾝ ﾆﾊﾞﾝﾔﾛｰ ﾅｶｯｼｬｰ K1:誘導､K3:誘導･中の男の子 

08-05 ｼﾞﾅﾝ ﾅｶｯｾ   K2:誘導･２番で無くてもいう 

08-06 ﾆﾅﾝﾎﾞｰ ﾅｶｯｾ   K2:３人のうちの真ん中の人･ﾅｶｯｻｲとも 

08-07 ｼﾞﾅﾝﾎﾞｰ ﾆﾅﾝ   K2:誘導 

08-08 ﾅｶｯｼｬｰ ﾆﾅﾝﾎﾞｳ ｼｬﾃｰ K3:誘導･理解語 

08-09 ｼﾞﾅﾝﾎﾞｰ     ﾅｶｯｾｰは３人兄弟(姉妹)の真ん中 

08-10 ｼﾞﾅﾝ     ﾅｶｯｾは３人の真ん中･４人の２番目３番目 

08-11 ﾆﾊﾞﾝﾎﾟｲ ﾅｶｯｻｲ   K2:三人の中 

08-12 ｼﾞﾅﾝ     ﾅｶｯｼｬｰは３人の中 

08-13 ｼﾞﾅﾝ       

08-14 ｼﾞﾅﾝﾎﾞｰ       

08-15 ｼﾞﾅﾝﾎﾞｰ     ﾅｶｯｾは３人の時 

08-16 ｼﾞﾅﾝ ﾅｶｯｼｬｰ     

08-17 ﾆﾊﾞﾝﾒ ﾅｶｯｾｰ   K2:３人兄弟の真ん中 

08-18 ｼﾞﾅﾝ ﾆﾊﾞﾝﾒ   ﾅｯｶｻｲは男女同じく真ん中 

08-19 ﾆﾅﾝ ｼｬﾃｰ     

08-20 ｼﾞﾅﾝ     ﾅｶｯｾｰは次男だけではない 

08-21 ｼﾞﾅﾝﾎﾞｰ ｼｬﾃｰ   K2:誘導･二番目だけ 

08-22 ｼﾞﾅﾝﾎﾞｰ ﾅｶｯｾ     

08-23 ｼﾞﾅﾝﾎﾞｰ       

08-24 ﾆﾊﾞﾝﾒ ﾆﾅﾝﾎﾞｰ ｼﾞﾅﾝ K4:ﾆﾊﾞﾝﾑｽｺ､K3:理解語 

08-25 ｼﾞﾅﾝ     ﾅｶｯｾｰは男女３人の中 

08-26 ﾆﾊﾞﾝﾑｽｺ ﾅｶｯｾ   K2:誘導･真ん中の子をいう 

08-27 ｼﾞﾅﾝﾎﾞｰ ｼｬﾃｰ ﾅｶｯｾ K3:３人のうち真ん中をいう 

08-28 ｼﾞﾅﾝﾎﾞｰ ﾅｶｯｻｲ     
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08-29 ｼﾞﾅﾝﾎﾞｰ ﾅｯｶｾ   K2:理解語 

08-30 ｼｬﾃｲ ﾅｶｯｾ ｼﾞﾅﾝ 
K4:ﾆﾅﾝ､K1:２番目をいう､K2:３人の場合の２

番目 

08-31 ﾆﾊﾞﾝﾑｽｺ ﾅｶｯｾ   K2:真ん中の子 

08-32 ﾆﾊﾞﾝ ｼﾞﾅﾝ ｼﾞﾅﾝﾎﾞｰ ﾅｶｯｾｧは３人の真ん中 

08-33 ｼﾞﾅﾝ ﾅｶｯｾ   K2:３人きりの真ん中 

08-34 ｼﾞﾅﾝ     K1:誘導､ﾅｯｶｻｲは３人の真ん中 

08-35 ｼﾞﾅﾝ     ﾅｶｯｾｰは３人の時の真ん中 

08-36 ｼﾞﾅﾝ ﾆﾊﾞﾝﾑｽｺ ﾆﾅﾝ K2:昔､K3:誘導 

08-37 ｼﾞﾅﾝ ｼｬﾃｰ ﾅｶｯｾ 
K2:誘導･下の弟(２番目･３番目)､真ん中の子

のこと･６人では３番目､K3:誘導 

08-38 ｼﾞﾅﾝ       

08-39 ﾆﾅﾝ ｼﾞﾅﾝ ﾅｶｯｾ K3:誘導･男女を問わず真ん中のこと 

08-40 ｼﾞﾅﾝ ｼﾞﾅﾝﾎﾞｰ ﾅｶｯｾ K3:真ん中(３人の時) 

08-41 ﾆﾅﾝ       

08-42 ﾆﾊﾞﾝﾑｽｺ ｼﾞﾅﾝ ｼｬﾃｲ K4:ﾅｶｯｾ(誘導)､K2:今､K3:誘導･昔 

08-43 ｼﾞﾅﾝ ｼｬﾃｲ   K2:誘導 

08-44 ｵﾝｼﾞﾎﾞｰ ﾅｶｯｾ   K1:男の二番以下･宿なし 

08-45 ｼﾞﾅﾝ ﾅｶｯｾ   K2:３人の時だけにいう 

08-46 ﾆﾅﾝ ｼﾞﾅﾝ ｼｬﾃｰ 
K4:ﾅｶｯｾ(誘導･３人のうちの中の子供をい

う)､K3:誘導 

09-01 ﾆﾊﾞﾝﾒ ﾅｶｯｾ ｼﾞﾅﾝ 
K1:昔､K2:誘導､K3:今､(09YKT 北都留､

S52('77)･8-11) 

09-02 ｼﾞﾅﾝ ｵﾄｰﾄ ﾅｶｯｾ K3:誘導､ほかにｼｬﾃｰ 

09-03 ｼﾞﾅﾝ ﾅｶｯｾ   K2:次男とはかぎらない 

09-04 ﾆﾅﾝ ｵﾝｼﾞｰﾎﾞｰｽﾞ ﾅｶｯｾ K4:ｼｬﾃｰ(少)､K3:誘導 

09-05 ｵﾄｰﾄ ﾅｶｯｾ   
K2:誘導･３人兄弟の真中(以下ほとんどこの

説明が付く)､ほかにｼｬﾃｰ 

09-06 ｵﾄｰﾄ ﾅｶｯｾ ｼﾞﾅﾝ K2･K3:誘導 

09-07 ｼﾞﾅﾝ ﾅｶｯｾ     

09-08 ｼﾞﾅﾝ ﾅｶｯｾ     

09-09 ｼﾞﾅﾝ ｵﾄｰﾄ ﾅｶｯｾ K3:誘導･間の子すべてを言う 

09-10 ｼﾞﾅﾝ ｼﾞﾅﾝﾎﾞｰ ﾅｶｯｾ K3:誘導･聞いたことがある 

09-11 ｼﾞﾅﾝ ﾅｶｯｾ     

09-12 ｼﾞﾅﾝ ｼﾞﾅﾝﾎﾞｰ     

09-13 ｼﾞﾅﾝ ｼﾞﾅﾝﾎﾞｰ ﾅｶｯｾ   

09-14 ｼﾞﾅﾝ ｼﾞﾅﾝﾎﾞｰ ﾅｶｯｾ   

09-15 ｼﾞﾅﾝ ﾆﾅﾝ ﾅｶｯｾｰ ｼｬﾃｰは長男以外の子供全て 

09-16 ｼﾞﾅﾝ       

09-17 ｼﾞﾅﾝﾎﾞｰ       

09-18 ｼﾞﾅﾝﾎﾞｰ ﾆﾊﾞﾝﾒ ﾅｶｯｾ ｼｬﾃｰは弟のこと 

09-19 ｼﾞﾅﾝ ﾅｶｯｾ   K2:誘導･昔聞いたことがある 

09-20 ﾆﾊﾞﾝﾒ ｼﾞﾅﾝ ﾅｶｯｾ 
K3:誘導､ｼｬﾃｰは自分の弟をさして言う場合

に使う 

09-21 ﾆﾊﾞﾝﾒ ｼﾞﾅﾝ ﾅｶｯｾ   

09-22 ｼﾞﾅﾝﾎﾞｰ ｼﾞﾅﾝ ﾅｶｯｾ K3:誘導･昔 

09-23 ｼﾞﾅﾝ       

09-24 ｼﾞﾅﾝﾎﾞｰ ﾅｶｯｾ   K2:誘導､ｼｬﾃｰは弟のこと 

09-25 ｼﾞﾅﾝ       

09-26 ﾅｶｯｾ ｼﾞﾅﾝ   K1:老人が使用 

09-27 ｼﾞﾅﾝ ﾅｶｯｾ   K2:誘導 

09-28 ﾆﾊﾞﾝﾒ ﾅｶｯｾ ｼﾞﾅﾝ K4:ﾆﾅﾝ(理解語)､K3:理解語 

09-29 ｼﾞﾅﾝ       

09-30 ﾅｶｯｾｰ ｼﾞﾅﾝﾎﾞｰ     

09-31 ｼﾞﾅﾝ ﾆﾅﾝ ﾅｶｯｾ K3:誘導 

09-32 ｼﾞﾅﾝ ﾆﾊﾞﾝﾒ ﾅｶｯｾ K1 ｰ K3:奥さん､K3:誘導･間の子全てを言う 

09-33 ﾌﾀﾘﾒ ﾆﾅﾝ ﾅｶｯｾ K3:誘導･昔 

09-34 ﾅｶｾﾞﾅ       

09-35 ｼﾞﾅﾝ ﾅｶｯｾ   K2:誘導･昔､ほかにｼｬﾃｰ 

09-36 ｼﾞﾅﾝ ﾅｶｯｾ   K2:誘導 

09-37 ﾆﾅﾝ ｼﾞﾅﾝ ﾅｶｯｾ K3:誘導､ほかにｼｬﾃｰ(弟のこと) 

09-38 ｼﾞﾅﾝ       

09-39 ｼﾞﾅﾝ       

09-40 ｼﾞﾅﾝ ﾅｶｯｾ     

09-41 ｼﾞﾅﾝ ﾆﾊﾞﾝﾒ ﾅｶｯｾ   

09-42 ｺﾎﾞｰ ｼﾞﾅﾝ   
K2:誘導､ほかにｼｬﾃｰ(｢ｱﾆｷかｼｬﾃｰか｣と言

うふうに使う) 

09-43 ｺﾎﾞ ﾅｶｯｾ   K2:間の子･女の子も言う 

09-44 ﾅｶｯｼｬｰ     昔は次男を示すことばをなかった 
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09-45 ｼﾞﾅﾝ ﾅｶｯｾｬ   K2:誘導･長男と末子との間の全ての子を言う 

09-46 ｼﾞﾅﾝ ｼﾞﾅﾝﾎﾞｰ ｵﾄｰﾄﾔﾛｰ K3:次男以下 

09-47 ｼﾞﾅﾝ ﾅｶｯｾ     

09-48 ｼﾞﾅﾝ ﾆﾅﾝ   K2:誘導 

09-49 調査不備     ｼｬﾃｰは２番目とは限らないとだけの回答 

09-50 ﾆﾊﾞﾝﾒ ﾅｶｯｼｬｰ   K2:誘導 

09-51 ｼﾞﾅﾝ ﾅｶｯｻｲ     

09-52 ｼﾞﾅﾝ ﾅｶｯｾ   K1:誘導､ほかにｼｬﾃｰ 

09-53 ｼﾞﾅﾝ ﾆﾊﾞﾝﾒ     

09-54 ﾆﾊﾞﾝﾒ ｼﾞﾅﾝ     

09-55 ｼﾞﾅﾝﾎﾞｰ ﾅｶｯｾ   
K2:誘導･３人の場合は真中･５人の場合は３

番目 

09-56 ｼﾞﾅﾝ       

09-57 ｼﾞﾅﾝ ｼﾞﾅﾝﾎﾞｰ     

09-58 ｼﾞﾅﾝ ｵﾄｰﾄ ﾅｶｯｾ K3:誘導､ほかにｼｬﾃｰ 

09-59 ｼﾞﾅﾝ ﾅｶｯｾ   K1:誘導､K2:誘導･男のだけを言う 

09-60 ｼﾞﾅﾝ ﾆﾅﾝ ﾅｶｯｾｬｰ K3:誘導･老人 

09-61 ｼﾞﾅﾝ ｵﾄｰﾄ ﾅｶｯｾ K3:誘導･少 

09-62 ｼﾞﾅﾝ       

09-63 ｼﾞﾅﾝ ﾅｶｯｾｰ   
K2:誘導･５人の場合は３番目･４人の場合は

中の２人を言う 

09-64 ｼﾞﾅﾝ ﾆﾊﾞﾝ ﾅｶｯｾ K3:誘導 

09-65 ｼﾞﾅﾝ       

09-66 ｼﾞﾅﾝ ﾅｶｯｾ   K2:誘導 

09-67 ｼﾞﾅﾝﾎﾞｰ ﾆﾊﾞﾝﾒ     

09-68 ｼﾞﾅﾝ ﾆﾅﾝ ﾅｶｯｾｬｰ K3:誘導 

09-69 ｼﾞﾅﾝ ﾆﾅﾝ ﾆﾊﾞﾝﾒ K4:ﾅｶｯｾｬｰ(間の子供のこと) 

09-70 ﾆﾊﾞﾝﾒ ﾅｶｯｾ   K1･K2:誘導 

09-71 ｼﾞﾅﾝ ﾅｶｯｼｬ   K2:３人兄弟の真中の子で男女の両方を言う 

09-72 ｼﾞﾅﾝ ﾅｶｯｾｬｰ   K2:間の子全て言う 

09-73 ｼﾞﾅﾝ ﾅｶｯｼｬ   K2:間の子で男女とも全て言う 

09-74 ｼﾞﾅﾝﾎﾞｰ ﾅｶｯｼｬｰ     

09-75 ﾁｭｰｯｺ ﾅｶｯｼｬｰ ﾅｶｯｾｬｰ   

10-01 ｼﾞﾅﾝ ﾆﾅﾝ   
ﾅｶｯｾは真ん中の子､(10YHY 東山・東八､

S53('78).8-10) 

10-02 ｼﾞﾅﾝ ﾆﾊﾞﾝﾒ   K2:誘導､ﾅｶｯｾは３人のとき中の男･女の子 

10-03 ｼﾞﾅﾝﾎﾞｰ ｼﾞﾅﾝ ﾆﾊﾞﾝﾒ 
K2:誘導､ﾅｶｯｾは真ん中の子､３番目以下をｼ

ｬﾃｰという 

10-04 ｼﾞﾅﾝ ｼﾞﾅﾝﾎﾞｰ ﾆﾊﾞﾝｺ ｼｬﾃｰ(誘導)､ﾅｶｯｾ(誘導)もいう[内容不明] 

10-05 ﾆﾊﾞﾝﾒ ｼﾞﾅﾝ ﾅｶｯｺｿﾞｰ K2:誘導 

10-06 ｼﾞﾅﾝ     
K1:誘導､ﾅｶｯｾ(誘導)は３人の真ん中の子で､

次男をもいう 

10-07 ﾆﾊﾞﾝﾒ     ﾅｶｯｾは次男に限らず中の子をいう 

10-08 ﾆﾊﾞﾝﾒ     ﾅｶｯｾは真ん中の子 

10-09 ﾆﾊﾞﾝﾒ ｼﾞﾅﾝ     

10-10 ﾆﾊﾞﾝﾒ ｼﾞﾅﾝ     

10-11 ｼﾞﾅﾝ ｼﾞﾅﾝﾎﾞｰ   ﾅｶｯｾは真ん中の子 

10-12 ｼﾞﾅﾝ     ﾅｶｯｾは次男に限らず中の子･男･女をいう 

10-13 ｼﾞﾅﾝ     
ﾅｶｯｾ(誘導)は長男･末っ子を除いた中の男･

女をいう 

10-14 ﾆﾅﾝ ｼﾞﾅﾝ     

10-15 ﾆﾊﾞﾝﾒ ｼﾞﾅﾝ     

10-16 ﾆﾊﾞﾝﾒ     ﾅｶｯｾは真ん中の子 

10-17 ｼﾞﾅﾝ ﾆﾊﾞﾝﾒ   ﾅｶｯｾは真ん中の子 

10-18 ｼﾞﾅﾝ     
K1:誘導､ﾅｶｯｾ(誘導)は長男･末っ子の間の

子をいう 

10-19 ﾆﾅﾝ       

10-20 ｼﾞﾅﾝ     ﾅｶｯｾは次男に限らず中の子･男女をいう 

10-21 ﾆﾅﾝ ﾆﾊﾞﾝﾒ ｼﾞﾅﾝ K3:誘導､ﾅｶｯｾ(誘導･昔)[内容不明] 

10-22 ｼﾞﾅﾝ ｼｬﾃｰ   K2:誘導･古､ﾅｶｯｾは中の子をいう 

10-23 ﾆﾅﾝﾎﾞｰ ｼﾞﾅﾝﾎﾞｰ   ﾅｶｯｾ(誘導)は次男以下の間の子をいう 

10-24 ｼﾞﾅﾝ ｼｬﾃｰ     

10-25 ﾆﾅﾝﾎﾞｰ ｼﾞﾅﾝ   
ﾅｶｯｾは中の子･男･女をいう､ｼｬﾃｰは次男以

下の男の子をいう 

10-26 ｼﾞﾅﾝﾎﾞｰ ﾆﾅﾝ   
K2:誘導､ｼｬﾃｰは兄に対して弟をいう､ﾅｶｯｾ

は３人の男の子の真ん中をいう 

10-27 ｼﾞﾅﾝ       

10-28 ｼﾞﾅﾝ     ﾅｶｯｾは３人の間の真ん中の男･女をいう 

10-29 ｼﾞﾅﾝ     K1:誘導 

10-30 ｼﾞﾅﾝ     ﾅｶｯｾは真ん中の子 
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10-31 ｼﾞﾅﾝ ﾆﾅﾝ ﾆﾊﾞﾝﾒ   

10-32 ﾆﾅﾝ     ﾅｶｯｾは３人の中の子 

10-33 ﾆﾊﾞﾝﾒ     ﾅｶｯｾは真ん中の子 

10-34 ｼﾞﾅﾝ     ﾅｶｯｾ(誘導)は真ん中の子 

10-35 ｼﾞﾅﾝ       

10-36 ｼﾞﾅﾝ     ﾅｶｯｾは中の子で男･女ともにいう 

10-37 ｼﾞﾅﾝ ﾆﾊﾞﾝﾒ ﾆﾅﾝ K2･K3:誘導､ﾅｶｯｾは真ん中の子の男の子 

10-38 ﾆﾊﾞﾝﾒ     
ﾅｶｯｾは中の子､ｼｬﾃｰは２番目･３番目の弟を

いう 

10-39 ﾆﾊﾞﾝﾒ ｼﾞﾅﾝ   K2:誘導､ﾅｶｯｾ(誘導)は３人の真ん中 

10-40 ﾆﾊﾞﾝﾒ     ﾅｶｯｾ(誘導)はほとんど使わない 

10-41 ｼﾞﾅﾝ     ﾅｶｯｾ(誘導)は中の子で男･女ともにいう 

10-42 ﾆﾅﾝ       

10-43 ｼﾞﾅﾝ ﾅｶｯｾ   
K1:誘導､K2:誘導･次男のみに使う､ｼｬﾃｰ(誘

導)は次男以下の弟をいう 

10-44 ｼﾞﾅﾝ     ﾅｶｯｾは３人の場合真ん中をいう 

10-45 ﾆﾊﾞﾝﾒ     
ﾅｶｯｾ(誘導)は３人の場合真ん中の男･女をい

う 

10-46 ﾆﾅﾝﾎﾞｰ     ﾅｶｯｾは中の子･男･女をいう   

10-47 ｼﾞﾅﾝ     ﾅｶｯｾは真ん中の子 

10-48 ｼﾞﾅﾝ     
ﾅｶｯｾは何人も子供がいた場合､その真ん中

の子･男･女をいう 

10-49 ﾆﾊﾞﾝﾒ     ﾅｶｯｾは中の子･男･女 

10-50 ﾆﾊﾞﾝﾒ ｼｬﾃｰ ｼﾞﾅﾝ K2:次男のみに使う､ﾅｶｯｾは中の子･男･女 

10-51 ｼﾞﾅﾝ     ﾅｶｯｾは２番目･３番目の男の子いう 

10-52 ｼﾞﾅﾝ     ﾅｶｯｾは中の子､ｼｬﾃｰは２番目以下の男の子 

10-53 ｼﾞﾅﾝ     K1:誘導､ﾅｶｯｾは真ん中の男の子 

10-54 ｼﾞﾅﾝ     ﾅｶｯｾは中の子 

10-55 ｼﾞﾅﾝ       

10-56 ｼﾞﾅﾝ       

10-57 ｼﾞﾅﾝ ﾆﾅﾝ     

10-58 ｼﾞﾅﾝ ﾆﾊﾞﾝﾒ   ﾅｶｯｾ(誘導)･古 

10-59 ｼﾞﾅﾝ     ﾅｶｯｾは真ん中の子･男･女 

10-60 ｼﾞﾅﾝ ﾆﾅﾝ   ﾅｶｯｾは中の子･男･女 

10-61 ﾆﾊﾞﾝﾒ     ﾅｶｯｾは中の子･男･女 

10-62 ﾆﾊﾞﾝﾒ     
ﾅｶｯｾ･ﾅｶｯｾｰはともに３番目以下の子供をい

う 

10-63 ﾆﾊﾞﾝﾒ     
ﾅｶｯｾは真ん中の子で､５人の３番目､３人の２

番目をいう 

10-64 ﾆﾅﾝﾎﾞｰ ｼﾞﾅﾝ     

10-65 ﾆﾊﾞﾝﾒ ｼﾞﾅﾝﾎﾞ     

10-66 ｼﾞﾅﾝ       

10-67 ﾆﾊﾞﾝﾒ     
ｼｬﾃｰは３番目の弟をいう､ﾅｶｯｾ(誘導)は３人

の真ん中 

10-68 ﾆﾊﾞﾝﾒ     
ﾅｶｯｾ(誘導)は３人の真ん中､ｼｬﾃｰ(誘導)は

弟のこと･使う人もいる 

10-69 ｼﾞﾅﾝ     
ﾅｶｯｾは中の子･男･女､ｼｬﾃｰ(誘導)は弟のこ

と 

10-70 ｼﾞﾅﾝ ﾆﾊﾞﾝﾒ   
ﾅｶｯｾは真ん中の子､５人では３番目､３人で

は２番目 

10-71 ｼﾞﾅﾝ ｼﾞﾅﾝﾎﾞｰ   ﾅｶｯｾは中の子･男･女   

10-72 ｼﾞﾅﾝ     
ﾅｶｯｾ(誘導)は３人の真ん中･男･女､ｼｬﾃｰは

自分の弟のことをいう 

10-73 ｼﾞﾅﾝ     
ｼｬﾃｰは弟のこと､ﾅｶｯｾ(誘導)は３人の真ん

中､４人では中の２人をいう 

10-74 ｼﾞﾅﾝ     
ﾅｶｯｾは３人の真ん中の子､５人なら３番目の

子､ｼｬﾃｰは今でも老人が弟のことをいう 

10-75 ｼﾞﾅﾝ ﾆﾊﾞﾝﾒ   ﾅｶｯｾ[内容不明] 

10-76 ｼﾞﾅﾝ ﾆﾊﾞﾝﾒ   ﾅｶｯｾは中の子･男･女   

10-77 ｼﾞﾅﾝﾎﾞｰ     ﾅｶｯｾは今でもいう 

10-78 ﾆﾊﾞﾝﾒ     
ﾅｶｯｾは３人の中の子､ｼｬﾃｰは弟のことをい

う 

10-79 ｼﾞﾅﾝ     ｼｬﾃｰ(誘導)は弟のこと 

10-80 ﾆﾊﾞﾝﾒ ｼﾞﾅﾝ   
ﾅｶｯｾは中の子で､４人あれば２･３番目をい

う､ｼｬﾃｰ(誘導)は弟のこと 

10-81 ｼﾞﾅﾝ     ﾅｶｯｾは３人の中の真ん中､ｼｬﾃｰは弟のこと 

10-82 ﾆﾅﾝ     
ﾅｶｯｾ(誘導)は３人兄弟の真ん中､ｼｬﾃｰ(誘

導)は自分の弟のこという 

10-83 ﾆﾊﾞﾝﾒ     
ﾅｶｯｾは３人の真ん中をいう､ｼｬﾃｰは弟のこ

と､今でもいう 
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10-84 ｼﾞﾅﾝ ｼｬﾃｰ     

10-85 ｼﾞﾅﾝ     ﾅｶｯｾ(誘導)は真ん中の子 

10-86 ｼﾞﾅﾝ     
ﾅｶｯｾは３人の中の真ん中の子､ｼｬﾃｰは弟の

こと 

10-87 ｼﾞﾅﾝ ﾆﾅﾝ   

K1･K2:誘導､ﾅｶｯｾ(誘導)は長男と末っ子を除

いた中の子･男･女､ｼｬﾃｰ(誘導)は次男以下

の弟をいう 

10-88 ｼﾞﾅﾝ     
[ﾅｶｯｾは調査不備]､ｼｬﾃｰは次男以下の弟を

いう 

10-89 ｼﾞﾅﾝ       

10-90 ｼﾞﾅﾝ     ｼｬﾃｰ(誘導)は理解語 

10-91 ｼﾞﾅﾝ     ﾅｶｯｾ(誘導)は昔･真ん中の子 

10-92 ｼﾞﾅﾝ     ﾅｶｯｾ(誘導)は３人の真ん中 

10-93 ｼﾞﾅﾝ ｼﾞﾅﾝﾎﾞｰ   ﾅｶｯｾは中の子 

11-01 ｼﾞﾅﾝ ﾅｶｯｾ   K2:誘導･昔･女子に対しても使う 

11-02 ｼﾞﾅﾝ ｼｬﾃｰ ﾅｶｯｾ K3:三人の場合の真ん中をいう 

11-03 ﾆﾊﾞﾝﾒﾔﾛｰ ﾅｶｯｾ   ﾅｶｯｾは長子と末子を除いた者､K2:誘導 

11-04 ｼﾞﾅﾝ ﾅｶｯｾ   ､(11YKK 北･中巨摩･甲府､S54('79).7-11) 

11-05 ｼﾞﾅﾝ ﾅｶｯｾ     

11-06 ｼﾞﾅﾝ ｼﾞﾅﾝﾎﾞﾝ     

11-07 ｼﾞﾅﾝ ﾆﾅﾝ ﾅｶｯｾ K3:誘導 

11-08 ｼﾞﾅﾝ ﾆﾊﾞﾝﾒ ﾆﾊﾞﾝﾒﾔﾛｰ K4:ﾅｶｯｾ(誘導) 

11-09 ﾆﾊﾞﾝﾒ ｼﾞﾅﾝ ﾅｶｯｾ K2･K3:誘導 

11-10 ｼﾞﾅﾝ ｼｬﾃｰ   ｼｬﾃｰは長男が弟に対して使う 

11-11 ｼﾞﾅﾝﾎﾞｰ ﾆﾊﾞﾝﾒ ﾅｶｯｾ K3:誘導 

11-12 ﾆﾊﾞﾝﾒ ｼﾞﾅﾝ ﾅｶｯｾ K2･K3:誘導 

11-13 ｼﾞﾅﾝ ﾆﾊﾞﾝﾒﾔﾛｰ ﾅｶｯｾ   

11-14 ﾆﾊﾞﾝﾒ ﾅｶｯｾ   K1:普通 

11-15 ｼﾞﾅﾝ ﾅｶｯｾ     

11-16 ﾅｶｯｾ ｼﾞﾅﾝ   K2:誘導 

11-17 ｼﾞﾅﾝ ﾅｶｯｾ   K2:誘導 

11-18 ｼﾞﾅﾝ ﾅｶｯｾ   K2:三人の場合の真中をいう､K1:誘導 

11-19 ｼﾞﾅﾝ ｼﾞﾅﾝﾎﾞｰ ﾅｶｯｾ K2:普通､K3:少 

11-20 ｼﾞﾅﾝﾎﾞｰ ﾆﾊﾞﾝﾒ ｼﾞﾅﾝ K4:ﾅｶｯｾ､K2:多 

11-21 ﾆﾊﾞﾝﾒ ﾅｶｯｾ   K2:誘導･少 

11-22 ｼﾞﾅﾝｰ ﾅｶｯｾ   K2:誘導 

11-23 ｼﾞﾅﾝ ﾅｶｯｾ     

11-24 ｼﾞﾅﾝ ｼｬﾃｰ   K2:誘導 

11-25 ｼﾞﾅﾝ ｼｬﾃｰ ﾅｶｯｾ ｼｬﾃｰは長男以外すべてをいう､K2:誘導 

11-26 ｼﾞﾅﾝ       

11-27 ｼﾞﾅﾝ ﾅｶｯｾ     

11-28 ｼﾞﾅﾝ ﾆﾊﾞﾝﾒ ﾅｶｯｾ   

11-29 ｼﾞﾅﾝ ﾆﾊﾞﾝﾒ ﾅｶｯｾ K1:奥さん､K3:誘導 

11-30 ｼﾞﾅﾝ ﾅｶｯｾ     

11-31 ｼﾞﾅﾝﾎﾞｰ ｼｬﾃｰ     

11-32 ﾆﾊﾞﾝﾒ ｼﾞﾅﾝ ﾅｶｯｾ   

11-33 ｼﾞﾅﾝ ｵﾊﾗｲﾊﾞｺ ﾆﾅﾝ K4:ﾅｶｯｾ､K3･K4:誘導 

11-34 ｼﾞﾅﾝ ﾆﾊﾞﾝﾒ ﾅｶｯｾ K1･K2:誘導 

11-35 ｼﾞﾅﾝ ﾅｶｯｾ     

11-36 ﾆﾅﾝ ﾅｶｯｾ     

11-37 ｼﾞﾅﾝ ﾆﾊﾞﾝﾒﾔﾛｰ ﾅｶｯｾ K3:誘導 

11-38 ｼﾞﾅﾝﾎﾞｰ ﾅｶｯｾ     

11-39 ｼﾞﾅﾝ ﾅｶｯｾ   K2:誘導 

11-40 ｼﾞﾅﾝﾎﾞｰ ﾆﾊﾞﾝﾒ ﾅｶｯｾ   

11-41 ｼﾞﾅﾝ ｼｬﾃｰ ﾅｶｯｾ   

11-42 ｼﾞﾅﾝ ﾆﾊﾞﾝﾒ ﾅｶｯｾｰ   

11-43 ｼﾞﾅﾝ ﾅｶｯｾ   K2:誘導･理解語 

11-44 ｼﾞﾅﾝﾎﾞｰ ﾅｶｯｾ     

11-45 ﾆﾅﾝ ﾅｶｯｾ     

11-46 ﾆﾊﾞﾝﾒ ｼﾞﾅﾝ ｼｬﾃｰ K4:ﾅｶｯｾ(昔)､K3:少 

11-47 ｼﾞﾅﾝ ﾆﾊﾞﾝﾒ ﾅｶｯｾ   

11-48 ｼﾞﾅﾝ ﾆﾊﾞﾝﾒ ﾅｶｯｾ K3:誘導 

11-49 ﾆﾊﾞﾝﾒﾔﾛｰ       

11-50 ｼﾞﾅﾝ ｼｬﾃｰ   K2:誘導 

11-51 ｼﾞﾅﾝﾎﾞｰ ﾅｶｯｾ ｼｬﾃｰ K2･K3:誘導 

11-52 ｼﾞﾅﾝﾎﾞｰ ﾅｶｯｾ     

11-53 ｼﾞﾅﾝ ﾆﾊﾞﾝﾒ ｼｬﾃｰ K4:ﾅｶｯｾ､K3･K4:誘導 

11-54 ｼﾞﾅﾝ ﾆﾊﾞﾝﾒ ﾅｶｯｾ   

11-55 ｼﾞﾅﾝ ﾊﾈｯｹｰﾘ     
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11-56 ｼﾞﾅﾝ ﾅｶｯｾ     

11-57 ｼﾞﾅﾝ ﾅｶｯｾ     

11-58 ﾆﾊﾞﾝﾒ ﾅｶｯｾ   K2:誘導 

11-59 ﾆﾅﾝ ｼﾞﾅﾝﾎﾞｰ ｼｬﾃｰ K4:ﾅｶｯｾ､K3:昔､K3･K4:誘導 

11-60 ﾆﾊﾞﾝﾒ ｼｬﾃｰ ﾅｶｯｾ K2･K3:誘導 

11-61 ﾆﾊﾞﾝﾒ ｼﾞﾅﾝ ｼｬﾃｰ K4:ﾅｶｯｾ､K2 ｰ K4:誘導 

11-62 ｼﾞﾅﾝ ﾆﾊﾞﾝﾒﾔﾛｰ ｼｬﾃｰ K3:誘導 

11-63 ｼﾞﾅﾝ ｼｬﾃｰ   K2:誘導 

11-64 ｼﾞﾅﾝ ﾅｶｯｾ     

11-65 ﾆﾊﾞﾝﾒ ｼﾞﾅﾝﾎﾞｰ ﾅｶｯｾ   

11-66 ﾆﾊﾞﾝﾒ ｼｬﾃｰ ﾅｶｯｾ K2:昔 

11-67 ｼﾞﾅﾝ ﾅｶｯｾ   K2:誘導 

11-68 ﾆﾊﾞﾝﾒ ｼﾞﾅﾝ ｼｬﾃｰ K4:ﾅｶｯｾ､K3:昔･上品､K3･K4:誘導 

11-69 ﾆﾅﾝ ｼｬﾃｰ ﾅｶｯｾ K2:昔､K2･K3:誘導 

11-70 ｼﾞﾅﾝ ﾅｶｯｾ   K1:多､K2:誘導 

11-71 ﾆﾊﾞﾝﾒ ﾅｶｯｾ   K2:誘導 

11-72 ﾆﾊﾞﾝﾒﾔﾛｰ ﾅｶｯｾ   K2:誘導 

11-73 ｼﾞﾅﾝ ｼｬﾃｰ   K2:誘導 

11-74 ｼﾞﾅﾝ ｼﾞﾅﾝﾎﾞｰ ﾆﾊﾞﾝﾒ 
K4:ｼｬﾃｰ､K5:ﾅｶｯｾ､K1･K2:普通､K3:少､K4･

K5:誘導 

11-75 ｼﾞﾅﾝ ﾅｶｯｾ     

11-76 ｼﾞﾅﾝ ｼｬﾃｰ ﾅｶｯｾ K2･K3:誘導 

11-77 ｼﾞﾅﾝﾎﾞｰ       

11-78 ｼﾞﾅﾝ ﾅｶｯｾ ﾆﾊﾞﾝﾒ K3:誘導 

11-79 ｼﾞﾅﾝ ﾆﾊﾞﾝﾑｽｺ ｼｬﾃｰ K4:ﾅｶｯｾ､K3･K4:誘導 

11-80 ﾆﾊﾞﾝﾒ ｼｬﾃｰ ﾅｶｯｾ K2･K3:誘導 

11-81 ﾆﾊﾞﾝﾒ ﾅｶｯｾ   K2:誘導･中間の子供をいうのだろう 

11-82 ｼﾞﾅﾝ ｼｬﾃｰ ﾅｶｯｾ K2･K3:誘導 

11-83 ｼﾞﾅﾝ ｼｬﾃｰ ﾅｶｯｾ K2･K3:誘導 

11-84 ｼﾞﾅﾝ ｼｬﾃｰ     

11-85 ｼﾞﾅﾝ ﾆﾊﾞﾝﾒ     

11-86 ﾆﾊﾞﾝﾒ       

11-87 ｼﾞﾅﾝ ｼｬﾃｰ ﾅｶｯｾ K1 ｰ K3:誘導 

11-88 ｼﾞﾅﾝ ﾆﾊﾞﾝﾒ ｼｬﾃｰ K4:ﾅｶｯｾ､K3･K4:誘導 

11-89 ｼﾞﾅﾝ ﾅｶｯｾ   K2:誘導･奥さん 

11-90 ﾆﾊﾞﾝﾒﾎﾞｺ ｼﾞﾅﾝ ﾅｶｯｾ K2:今､K3:誘導･理解語 

11-91 ｼﾞﾅﾝﾎﾞｰ ｼﾞﾅﾝ ﾆﾊﾞﾝﾒ K4:ﾅｶｯｾ､K2･K4:誘導 

11-92 ｼﾞﾅﾝ ｼｬﾃｰ ﾅｶｯｾ   

11-93 ﾆﾊﾞﾝﾒ ｼﾞﾅﾝ ﾅｶｯｾ K2:誘導･今 

11-94 ｼﾞﾅﾝ ﾆﾊﾞﾝﾒ ﾅｶｯｾ K3:誘導 

11-95 ｼﾞﾅﾝ ﾅｶｯｾ     

11-96 ﾆﾊﾞﾝﾒ ｼﾞﾅﾝ ｼｬﾃｰ K4:ﾅｶｯｾ､K3･K4:誘導･少 

11-97 ﾆﾅﾝ ﾅｶｯｾ   K2:誘導･昔 

11-98 ｼﾞﾅﾝ ﾅｶｯｾ ﾆﾅﾝ K1･K2:娘 

11-99 ｼﾞﾅﾝ ｼｬﾃｰ ﾅｶｯｾ K2･K3:誘導 

11-100 ﾆﾅﾝ ﾅｶｯｾ ｼｬﾃｰ K2･K3:誘導､K3:理解語 

11-101 ｼﾞﾅﾝﾎﾞｰ ﾆﾊﾞﾝﾒ ﾆﾊﾞﾝﾑｽｺ 
K4:ｼｬﾃｰ､K5:ﾅｶｯｾ､K2･K4･K5:誘導､K2･K3:奥

さん 

11-102 ﾆﾊﾞﾝﾒ ｼﾞﾅﾝ ｼｬﾃｰ K4:ﾅｶｯｾ､K3･K4:誘導 

11-103 ｼﾞﾅﾝ ｼｬﾃｰ ﾅｶｯｾ K1 ｰ K3:誘導 

11-104 ｼﾞﾅﾝ ﾆﾊﾞﾝﾒ ｼｬﾃｰ K2･K3:誘導 

12-01 ﾅｶｯｻｲ ｼｬﾃｰ   ､(12YHW 早川(再)､S55('80)-57) 

12-02 ｼｬﾃｰ ｼﾞﾅﾝ ﾅｶｯｾ 
K4:ﾅｶｯｻｲ(男の子でも女の子でも真ん中の

子のこと) 

12-03 ﾆﾊﾞﾝﾑｽｺ ﾆﾊﾞﾝﾔﾛｰ ﾅｶｯｻｲ K4:ｼｬﾃｰ(年下のこと(長男以外)) 

12-04 ｼﾞﾅﾝ ｼｬﾃｰ ﾅｶｯｻｲ K2:古､K3:女の子の場合でもいう 

12-05 ﾆﾊﾞﾝﾔﾛｰ ｼｬﾃｰ ﾅｶｯｾ K3:女の子の場合でもいう 

12-06 ｼｬﾃｰ ﾅｶｯｾ   K1:誘導､K2:古･女の子の場合でもいう 

12-07 ﾆﾊﾞﾝﾒ ｼｬﾃｰ ﾅｶｯｾ   

12-08 ｼﾞﾅﾝ ｼｬﾃｰ ﾅｶｯｾ K2:誘導 

12-09 ｼﾞﾅﾝ ｼｬﾃｰ ﾅｶｯｾ K1:新 

12-10 ﾆﾅﾝ ｼｬﾃｰ ﾅｶｯｾ K2･K3:誘導､K2:年下のこと 

12-11 ｵﾁｬﾒｼ ｼｬﾃｰ   K1:悪口として使う､K2:誘導･古 

12-12 ｼｬﾃｰ ﾆﾊﾞﾝﾒﾉｼｬﾃｰ     

12-13 ｼﾞﾅﾝ ｼｬﾃｰ ﾅｶｯｾ 
K1:新､K2:古､K2･K3:誘導･女の子の場合でも

いう 

12-14 ﾆﾅﾝﾎﾞｰ ｼｬﾃｰ   K2:誘導 

12-15 ｼﾞﾅﾝﾎﾞｰ ﾅｶｯｾ ｼｬﾃｰ K2･K3:誘導 

12-16 ﾆﾊﾞﾝﾔﾛｰ ｼｬﾃｰ ﾅｶｯｾ K2･K3:誘導 
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12-17 ｼｬﾃｰ ﾅｶｯｾ   K1･K2:誘導､K1:男のみ兄弟の場合 

12-18 ｼﾞﾅﾝ ﾆﾊﾞﾝﾔﾛｰ ｼｬﾃｰ 
K4:ﾅｶｯｾ(誘導･女の子の場合でもいう)､K3:誘

導 

12-19 ｼﾞﾅﾝ ｼｬﾃｰ ﾅｶｯｾ K2･K3:誘導 

12-20 ｼｬﾃｰ ｼﾞﾅﾝ ﾅｶｯｾ K2:新 

12-21 ｼﾞﾅﾝ ｼｬﾃｰ ﾅｶｯｾ K2:誘導･古､K3:誘導 

12-22 ﾆﾊﾞﾝﾒ ｼｬﾃｰ ﾅｶｯｾ   

12-23 ﾅｶｯｾ ｼｬﾃｰ     

12-24 ﾆﾅﾝ ｼｬﾃｰ ﾅｶｯｾ K3:女の子の場合でもいう 

12-25 ﾆﾅﾝ ｼｬﾃｰ   K2:誘導 

12-26 ｼﾞﾅﾝ ｼｬﾃｰ ﾅｶｯｾ K1 ｰ K3:誘導 

12-27 ｼﾞﾅﾝ ｼｬﾃｰ ﾅｶｯｾ 
K4:ﾆﾊﾞﾝﾔﾛｰ､K1 ｰ K3:誘導､K3:弟のこと(長男

以外の男の子) 

12-28 ｼﾞﾅﾝ ﾆﾊﾞﾝﾒ ｼｬﾃｰ K4:ﾅｶｯｾ(誘導･古)､K3:誘導 

12-29 ｼﾞﾅﾝ ﾆﾅﾝ ｼｬﾃｰ 
K4:ﾅｶｯｾ(誘導･女の子の場合でもいう)､K3:誘

導 

12-30 ｼﾞﾅﾝ ﾆﾊﾞﾝﾔﾛｰ ｼｬﾃｰ K4:ﾅｶｯｾ 

12-31 ﾌﾀｰﾘﾒ ｼﾞﾅﾝ ｼｬﾃｰ K4:ﾅｶｯｾ(誘導)､K3:誘導･古 

12-32 ｼﾞﾅﾝ ﾅｶｯｾ   K1･K2:誘導 

12-33 ｼﾞﾅﾝ ｼｬﾃｰ ﾅｶｯｾ K2･K3:誘導､K3:間に女の子がいてもよい 

12-34 ﾆﾅﾝ ﾅｶｯｾ   K2:誘導 

12-35 ｼﾞﾅﾝ ｼｬﾃｰ ﾅｶｯｾ K2･K3:誘導､K2:年下のこと 

12-36 ｼﾞﾅﾝ ｼｬﾃｰ   K2:誘導 

12-37 ｼﾞﾅﾝﾎﾞｰ ｼｬﾃｰ ﾅｶｯｾｰ K2･K3:誘導 

12-38 ｼﾞﾅﾝ ﾆﾅﾝ ｼｬﾃｰ 
K4:ﾅｶｯｾ(長男と末の子以外の子のこと)､K3:

古 

12-39 ｼﾞﾅﾝ ｼｬﾃｰ ﾅｶｯｾ K2:誘導･古､K3:誘導 

12-40 ｼﾞﾅﾝ ﾆﾊﾞﾝﾔﾛｰ ｼｬﾃｰ K4:ﾅｶｯｾ 

12-41 ﾆﾊﾞﾝﾒ ﾅｶｯｾ ｼｬﾃｰ   

12-42 ｼｬﾃｰ ﾅｶｯｾ   K1:弟のこと､K2:３人の中の真ん中の子 

13-01 ｼﾞﾅﾝ ｼｬﾃｰ   ､(13YNY 西八代､S50('75).8) 

13-02 ﾅｶｯｾ ｼﾞﾅﾝ     

13-03 ｼﾞﾅﾝ ｼｬﾃｰ     

13-04 ｼﾞﾅﾝ ﾆﾅﾝ     

13-05 ｼﾞﾅﾝ ｼｬﾃｰ ﾆﾊﾞﾝﾑｽｺ   

13-06 ﾆﾊﾞﾝﾔﾛｰ       

13-07 ｼﾞﾅﾝﾎﾞｰ ﾆﾊﾞﾝﾔﾛ   K2:誘導･昔 

13-08 調査不備     特定ないい方はないとの答 

13-09 ｼﾞﾅﾝ       

13-10 ｼﾞﾅﾝ       

13-11 ｼﾞﾅﾝ ﾆﾊﾞﾝﾑｽｺ     

13-12 ﾆﾊﾞﾝﾎﾞｲ ｼﾞﾅﾝ     

13-13 ｼﾞﾅﾝ ｼｬﾃｰ   
K2:誘導･昔､長男と末っ子の間の子をﾅｶｯｾと

いった 

13-14 ﾆﾊﾞﾝﾔﾛ       

13-15 ｼﾞﾅﾝ ｼｬﾃｰ     

13-16 ﾁｯｻｲﾆｰｻﾝ       

13-17 ｼﾞﾅﾝﾎﾞｰ ｼｬﾃｰ   K2:幾人もある弟の意 

13-18 ｼﾞﾅﾝﾎﾞｰ     ほかにﾅｶｯｾ 

13-19 ｼｬﾃｰ     K1:誘導､ほかにﾅｶｯｾもいう 

13-20 ﾆﾅﾝ     ﾅｶｯｻｲは真ん中の子供全てをいう 

13-21 ﾆﾊﾞﾝ       

13-22 ｼﾞﾅﾝﾎﾞｰ ﾆﾊﾞﾝﾔﾛ ｼﾞﾅﾝ   

13-23 ｼﾞﾅﾝ     ほかにﾅｶｯｻｰ 

13-24 ﾆﾊﾞﾝﾔﾛ       

13-25 ｼﾞﾅﾝ ｼｬﾃｰ   
K2:次男以下の男の子･３人のうちの真ん中

がﾅｶｯｾ 

13-26 ｼﾞﾅﾝ ｼﾞﾅﾝﾎﾞｰ     

13-27 ｼﾞﾅﾝ ﾆﾊﾞﾝﾑｽｺ     

13-28 ﾆﾅﾝ       

13-29 ｼﾞﾅﾝﾎﾞｰ       

13-30 調査不備       

13-31 ｼﾞﾅﾝ     ほかにﾅｶｯｾ 

13-32 ﾆﾊﾞﾝﾔﾛ       

13-33 ｼﾞﾅﾝ       

13-34 ｼｬﾃｰ       

13-35 調査不備       

13-36 ｼﾞﾅﾝﾎﾞｰ ｼｬﾃｰ   K2:誘導 

13-37 ｼﾞﾅﾝ     ｼｬﾃｰは次男に限らない 

13-38 ﾆﾊﾞﾝｺ ﾆﾊﾞﾝﾑｽｺ ｵﾀﾞﾚﾊﾞｼﾗ   
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13-39 ｼﾞﾅﾝ ﾆﾊﾞﾝﾔﾛｰ   ﾅｶｯｾは３人の真ん中 

13-40 調査不備       

13-41 調査不備       

13-42 調査不備       

13-43 ｼﾞﾅﾝ ｼｬﾃｰ   K1･K2:誘導 

13-44 ｼﾞﾅﾝ     ﾅｶｯｾは真ん中の子 

13-45 ﾆﾊﾞﾝｺ ｼﾞﾅﾝ ﾆﾊﾞﾝﾑｽｺ   

13-46 調査不備       

13-47 ｼﾞﾅﾝ ｼｬﾃｰ   K2:誘導･２番目をいう､ﾅｶｯｾは間の子のこと 

13-48 ｼﾞﾅﾝ ｼｬﾃｰ     

13-49 ｼﾞﾅﾝ ﾆﾊﾞﾝ ｼｬﾃｰ 
K1 ｰ K3:誘導､K3:２･３番目の子､ﾅｶｯｾは間の

子全てをいう 

 

 

03YMI 身延､S43('68).7 [YMI062H.TXT] 

項目６１：次男 

 ﾅｶｯｾ(ｰ): ３人兄弟のうちのまん中の子。 

 ﾏﾝﾅｶﾉｶ（除く）：３人・５人の兄弟のうちまん中の子。 

 ｼｬﾃｰ：舎弟で兄に対して弟のこと。 

 ｱｲﾀﾞﾉｺ（除く）：大勢の兄弟のうち、長男（長女）と末子の間の子、幾人かある。 

  上記のようにいろいろの呼称があるが、「次男」はいずれも当てはまり、場合によってちがった呼び名が

用いられるのであろう。（稲垣） 

 

09YKT 北都留､S52('77).8-11 [YKT059H.TXT] 

稲垣： ｼｬﾃｰは単に弟のことだから除いて備考に入れた。 

 

高橋(照) H27(2015).08.17：(10YHY 東山・東八､S53('78).8-10)のデータは、1. YHY058-1KYU.TXT  2. 

YHY058-2KYU.TXT  3. YHY058-3KYU.TXT  4. YHY058.TXT の４ファイルがあり、4. は 1.-3. を纏めても

のと思われるので、4. のファイルを yla060jinan.txt に使用した。 

 

 

出現語形／全 63 語形（()内は出現個所数／ｲｾｷは個所１、以下同様） 

 ｲｾｷ,ｲｾｷﾔﾛｰ,ｵﾀﾞﾚﾊﾞｼﾗ,ｵﾁｬﾒｼ,ｵﾄｰﾄ(9),ｵﾄｰﾄﾔﾛｰ(2),ｵﾄﾄ,ｵﾊﾗｲﾊﾞｺ,ｵﾝｼﾞｰﾎﾞｰｽﾞ,ｵﾝｼﾞﾎﾞｰ,ｹﾞﾔﾊﾟｼﾗ,ｺﾎﾞ,ｺ

ﾎﾞｰ,ｼｬﾃｰ(146),ｼｬﾃｰｯｺ(3),ｼｬﾃｰｯｺｿﾞｰ,ｼｬﾃｲ(5),ｼｬﾃﾞｰ(3),ｼｮｰｺｸ,ｼﾞﾅﾝ(411),ｼﾞﾅﾝｰ,ｼﾞﾅﾝﾎﾞ,ｼﾞﾅﾝﾎﾞｰ(94),ｼﾞﾅ

ﾝﾎﾞｰﾔﾛｰ(6),ｼﾞﾅﾝﾎﾞﾝ,ｼﾞﾛｰ,ｾｶﾞﾚ,ﾁｭｰｯｺ,ﾁｯｻｲﾆｰｻﾝ,ﾅｯｶｾ,ﾅｶｯｺｿﾞｰ,ﾅｶｯｻｲ(7),ﾅｶｯｼｬ(3),ﾅｶｯｼｬｰ(8),ﾅｶｯｾ

(184),ﾅｶｯｾｬ,ﾅｶｯｾｬｰ(4),ﾅｶｯｾｰ(18),ﾅｶｾﾞﾅ,ﾆﾅﾝ(100),ﾆﾅﾝﾎﾞｰ(20),ﾆﾅﾝﾎﾞｳ,ﾆﾅﾝﾔﾛｰ,ﾆﾊﾞﾝ(7),ﾆﾊﾞﾝｺ(5),ﾆﾊﾞﾝ

ﾎﾞｰ(3),ﾆﾊﾞﾝﾎﾞｲ,ﾆﾊﾞﾝﾎﾟｲ,ﾆﾊﾞﾝﾑｽｺ(13),ﾆﾊﾞﾝﾒ(146),ﾆﾊﾞﾝﾒﾉｼｬﾃｰ,ﾆﾊﾞﾝﾒﾎﾞｺ,ﾆﾊﾞﾝﾒﾔﾛｰ(11),ﾆﾊﾞﾝﾔﾛ(5),ﾆﾊﾞﾝ

ﾔﾛｰ(54),ﾈｺﾉｼｯﾎﾟ,ﾊﾈｯｹｰﾘ,ﾌﾀｰﾘﾒ,ﾌﾀﾘﾒ(3),無回答(2),データ不明(24),調査不備(8),調査票欠(2). 

 


