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山梨県言語地図 064 みみず(蚯蚓)(大小)                      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 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ   K2:普通､(02YMS 増穂､S42('67).7) 

02-02 ﾒﾒｽﾞ ｵｶﾒﾒｽﾞ   K2:黒くて太くて長い 

02-03 ﾒﾒｽﾞ ﾒﾒﾝｼﾞｮ ﾐﾐｽﾞ K2:多､K3:誘導･若い人 

02-04 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒﾝｼﾞｮ ﾒﾒｽﾞ   

02-05 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒﾝｼﾞｮ ﾒﾒｽﾞ K1:一般的､K2:昔･今もわかる､K3:誘導 

02-06 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ   K2:理解語 

02-07 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ ﾒﾒﾝｼﾞｮ K1:子供､K2:昔多､K3:誘導･少 

02-08 ﾒﾒｽﾞ ﾒﾒﾝｼﾞｮ ｵｶﾒﾒｽﾞ K2:子供､K3:誘導･黒くて大きく長い 

02-09 ﾒﾒｽﾞ ﾒﾒﾝｼﾞｮ   K1:古から､K2:子供のころ 

02-10 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ ﾒﾝｼﾞｮ   

02-11 ﾒﾒｽﾞ ﾒﾒﾝｼﾞｮ ﾒﾐｽﾞ K2:誘導･老､K3:今 

02-12 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒﾝｼﾞｮ   K2:誘導 

02-13 ﾐﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒﾝｼﾞｮ K1:老､K2:普通､K3:老 

02-14 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒﾝｼﾞｮ ﾒﾒｽﾞ K1:多､K2:老 

02-15 ﾒﾒｽﾞ ﾒﾒﾝｼﾞｮ     

02-16 ﾒﾒﾝｼﾞｮ ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ K1:昔多く使った､K2:今多く使う､K3:理解語 

02-17 ﾒﾒﾝｼﾞｮ ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ K1:古､K2:新､K3:理解語 

02-18 ﾒﾒﾝｼﾞｮ ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ K1:昔から今も､K3:今･多 

02-19 ﾒﾒｽﾞ       

02-20 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒﾝｼﾞｮ   K1:普通･子供､K2:老 

02-21 ﾒﾒｽﾞ ﾒﾒﾝｼﾞｮ   K2:老 

02-22 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒﾝｼﾞｮ ﾒﾒｽﾞ K4:ｶﾍﾞﾗ(誘導･太くて大きい)､K3:普通･多 

02-23 ﾒﾒｽﾞ ﾒﾒﾝｼﾞｮ ｶﾍﾞﾗ K2:古､K3:大きなもの 

02-24 ﾒﾒｽﾞ ｶﾍﾞﾗ ﾒﾒﾝｼﾞｮ 
K1:普通､K2:太くて多きい､K3:小さくて釣りに

使う 

02-25 ﾒﾒｽﾞ ﾒﾒﾝｼﾞｮ   K2:誘導･少 

02-26 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ ﾒﾒﾝｼﾞｮ K1:子供､K2:老､K3:古 

02-27 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒﾝｼﾞｮ   

02-28 ﾒﾒｽﾞ ﾒﾒﾝｼﾞｮ     

02-29 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒﾝｼﾞｮ K1:多･子供も､K3:誘導 

02-30 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ ﾒﾒﾝｼﾞｮ K2:昔･今も､K3:子供をおどかすとき 

02-31 ﾒﾒｽﾞ ﾒﾒﾝｼﾞｮ ﾐﾐｽﾞ K2:昔､K3:稀 

02-32 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ ﾒﾒﾝｼﾞｮ K3:古 

02-33 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒﾝｼﾞｮ K3:誘導 

02-34 ﾒﾒﾝｼﾞｮ ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ K1:古､K2:新､K3:多 

02-35 ﾒﾒｽﾞ ﾒﾒﾝｼﾞｮ ﾐﾐｽﾞ K1:多､K3:誘導 

02-36 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒﾝｼﾞｮ ﾒﾒｽﾞ K2:昔･多､K3:誘導･今 

02-37 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒﾝｼﾞｮ K1:多､K2:今､K3:誘導･昔 

02-38 ﾒﾒｽﾞ       

02-39 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ ﾒﾒﾝｼﾞｮ K2:昔も今も多､K3:誘導･少 

02-40 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒﾝｼﾞｮ K3:誘導 

02-41 ﾒﾒｽﾞ       

02-42 ﾒﾒｽﾞ ﾒﾒﾝｼﾞｮ   K1:多､K2:老 

02-43 ﾒﾒｽﾞ       

02-44 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ ﾒﾒﾝｼﾞｮ K4:ｶﾍﾞﾗ(大きいもの)､K3:老 

02-45 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ ｶﾍﾞﾗ K2:理解語､K3:ﾐﾐｽﾞの大きいもの 

03-01 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ ｵｶﾒﾒｽﾞ K3:大きいもの､(03YMI 身延､S43('68).7) 

03-02 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ ｶﾒﾗ K3:大きいもの   

03-03 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ ｶﾒﾗﾒﾒｽﾞ K3:平たく赤黒いもの･昔 

03-04 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ ｶﾒﾗﾒﾒｽﾞ   

03-05 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ ｶﾒﾗ   

03-06 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ ｶﾒﾗﾒﾒｽﾞ   

03-07 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ ｶﾒﾗﾒﾒｽﾞ K4:ｶﾒﾗ 

03-08 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ ｶﾒﾗﾐﾐｽﾞ K3:大きいもの   

03-09 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ ｶﾒﾗﾒﾒｽﾞ   

03-10 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒﾝｼﾞｮ K4:ｶﾝﾒﾗ 

03-11 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ ｶﾒﾗﾒﾒｽﾞ   

03-12 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒﾝｼﾞｮｲ K4:ｶﾒﾗ 

03-13 ﾒﾒｽﾞ       

03-14 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒﾝｼﾞｮ K4:ｶﾒﾗﾒﾒｽﾞ（大きいもの）､K1:昔から多い 

03-15 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ ｶﾒﾗﾒﾒｽﾞ   

03-16 ﾐﾐｽﾞ ｶﾒﾗﾒﾒｽﾞ ｶﾒﾗ K2:大きいもの 

03-17 ﾒﾒｽﾞ ｶﾒﾗﾒﾒｽﾞ     

03-18 調査票欠       

03-19 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ ｶﾒﾗﾒﾒｽﾞ   

03-20 ﾒﾒｽﾞ       
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03-21 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ ｶﾒﾗﾒﾒｽﾞ   

03-22 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ     

03-23 ﾒﾒｽﾞ ｶﾒﾗ     

03-24 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒﾝｼﾞｮ ﾒﾒｽﾞ   

03-25 ﾒﾒｽﾞ ｶﾝﾒﾗ     

03-26 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒﾝｼﾞｮ K4:ｶﾒﾗ 

03-27 ﾒﾒｽﾞ ｶﾝﾒﾗ     

03-28 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒﾝｼﾞｮ K4:ｶﾝﾒﾗﾒﾒｽﾞ 

03-29 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ ｶﾒﾗﾒﾒｽﾞ K4:ｶﾝﾒﾗﾒﾒｽﾞ 

03-30 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ ｶﾒﾗﾐﾐｽﾞ K3:大きいもの   

03-31 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ ｶﾝﾒﾗ K4:ｶﾒﾗ､K3･K4:太いもの 

03-32 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ ｶﾝﾒﾗ   

03-33 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ     

03-34 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ ｶﾝﾒﾗ   

03-35 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒﾝｼﾞｮ K4:ｶﾝﾒﾗﾒﾒｽﾞ（大きいもの） 

03-36 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ ｶﾒﾗ   

03-37 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒﾝｼﾞｮ ｶﾒﾗ K2:誘導､K3:大きいもの   

03-38 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ ｶﾒﾗﾒﾒｽﾞ K4:ｶﾝﾒﾗ 

03-39 ﾒﾒｽﾞ ｶﾝﾒﾗ     

03-40 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ ｶﾒﾗﾒﾒｽﾞ   

03-41 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾔﾏﾙ     

03-42 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ ﾐﾔﾏﾙ   

03-43 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ ｶﾝﾒﾗ K4:ｶﾒﾗﾒﾒｽﾞ 

03-44 ｶﾒﾗ       

04-01 ﾒﾒｽﾞ ﾒﾒﾝｼﾞｮ ｶﾍﾞﾗ K3:誘導･太く頭が丸い 

04-02 調査不備     ､(04YKN 鰍沢･中富､S44('69).2･S45) 

04-03 調査不備       

04-04 調査不備       

04-05 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ ｶﾒﾗ K3:誘導･大きいもの 

04-06 調査不備       

04-07 ﾒﾒｽﾞ ｶﾒﾗ ﾒﾒﾝｼﾞｮ K1･K3:小さいもの､K2:大きいもの､K3:誘導 

04-08 調査不備       

04-09 ﾐﾐｽﾞ ｶﾒﾗ   K2:太いもの 

04-10 調査不備       

04-11 ﾒﾒｽﾞ       

04-12 ﾒﾒｽﾞ       

04-13 ﾒﾒｽﾞ ｶﾒﾗﾒﾒｽﾞ   K1:要時間､K2:太く長いもの 

04-14 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ ｶﾒﾗﾒﾒｽﾞ K3:大きいもの 

04-15 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ ｶﾒﾗ K2:老､K3:誘導･大きいもの 

04-16 ﾒﾒｽﾞ ｶﾒﾗ   K2:大きいもの 

04-17 ﾒﾒｽﾞ       

04-18 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ ｶﾒﾗﾒﾒｽﾞ K3:大きいもの 

04-19 ﾒﾒｽﾞ ｶﾒﾗ   K2:太いもの 

04-20 ﾒﾒｽﾞ ｶﾒﾗ   K2:大きいもの 

04-21 調査不備       

04-22 調査不備       

04-23 調査不備       

04-24 調査不備       

04-25 調査不備       

04-26 調査不備       

04-27 ﾒﾒｽﾞ ｶﾒﾗﾒﾒｽﾞ   K2:大きいもの 

04-28 調査不備       

04-29 調査不備       

04-30 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ   K1:大小とも､K2:今子供がいう 

04-31 ﾒﾒｽﾞ ｶﾒﾗ     

04-32 調査不備       

04-33 ﾒﾒｽﾞ ｶﾒﾗ   K2:誘導･大きいもの 

04-34 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ ｶﾒﾗ K3:大きいもの 

04-35 調査不備       

04-36 ﾒﾒｽﾞ ｶﾒﾗ   K2:大きいもの 

04-37 調査不備       

04-38 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ   K2:太いもの 

04-39 調査不備       

05-01 ﾒﾒｽﾞ     大･小ともﾒﾒｽﾞ､(05YNK 中巨摩､S46('71).2) 

05-02 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ   K1:多､K2:誘導･少 

05-03 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ     

05-04 ﾒﾒﾝｼﾞｮｰ ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ K2:多 

05-05 ﾒﾒｽﾞ       



3 

 

05-06 ﾒﾒｽﾞ       

05-07 ﾒﾒｽﾞ       

05-08 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ     

05-09 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ     

05-10 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ   K2:多 

05-11 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ   K1:多 

05-12 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ     

05-13 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ   細いのも太いのも同じ呼称 

05-14 ﾒﾒｽﾞ       

05-15 ﾒﾒｽﾞ       

05-16 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ     

05-17 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ     

05-18 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ   K2:多 

05-19 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ   小さいのはﾔｽﾃﾞﾒﾒｽﾞ 

05-20 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ     

05-21 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ     

05-22 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ   K1:昔､K2:今 

05-23 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒﾝｼﾞｮ K3:誘導 

05-24 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ     

05-25 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ   K2:誘導 

05-26 ﾒﾒｽﾞ       

05-27 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ   K1:多､K2:誘導 

05-28 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ   K2:多 

05-29 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒﾝｼﾞｮ K2:誘導､K3:誘導 

05-30 ﾒﾒﾝｼﾞｮｰ ﾒﾒｽﾞ     

05-31 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒﾝｼﾞｮ ﾒﾒｽﾞ   

05-32 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ   K2:多 

05-33 ﾒﾒﾝｼﾞｮｰ ﾒﾒｽﾞ   K2:誘導 

05-34 ﾒﾒﾝｼﾞｮ ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ   

05-35 ﾒﾒｽﾞ     
大きいものはｵｶﾝﾅﾘﾒﾒｽﾞ･しまがあるものはﾔ

ｽﾃﾞﾒﾒｽﾞ 

05-36 ﾒﾒｽﾞ       

05-37 ﾒﾒｽﾞ       

05-38 ﾒﾒｽﾞ       

05-39 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ     

05-40 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ     

06-01 ｶﾒﾗ ﾒﾒｽﾞ ﾒﾒﾝｼﾞｮｰ ､(06YMN 南部､S47('72).7) 

06-02 ﾒﾒｽﾞ ｶﾒﾗ   (本項目は地図からの転記) 

06-03 ﾒﾒｽﾞ ｶﾒﾗ     

06-04 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ ｶﾒﾗ   

06-05 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ ｶﾒﾗ   

06-06 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ ｶﾒﾗ   

06-07 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ ｶﾒﾗ   

06-08 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ ｶﾒﾗ   

06-09 ﾒﾒｽﾞ       

06-10 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ ｶﾒﾗ   

06-11 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ ｶﾒﾗ   

06-12 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ ｶﾒﾗ   

06-13 ﾒﾒｽﾞ       

06-14 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ ｶﾒﾗ   

06-15 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ ｶﾒﾗ   

06-16 ﾒﾒｽﾞ ｶﾒﾗ     

06-17 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ     

06-18 ﾐﾐｽﾞ ｶﾒﾗ     

06-19 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ ｶﾒﾗ   

06-20 ﾒﾒｽﾞ       

06-21 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ     

06-22 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ     

06-23 ﾒﾒｽﾞ       

06-24 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ     

07-01 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ   K1:老､(07YMT 富沢町､S48('73)･8;49) 

07-02 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ ｶﾒﾗ K3:誘導･大きいもの 

07-03 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ ｶﾒﾗ K3:大きいもの 

07-04 ﾒﾒｽﾞ ｶﾍﾞﾗﾝﾄﾞ   K2:大 

07-05 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ ｶﾍﾞﾗ K2:普通､K3:大･平 

07-06 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ ﾐﾔﾏﾙ K3:大 

07-07 ﾒﾒｽﾞ       

07-08 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ ﾐﾔﾏﾙﾄｰ K3:大 
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07-09 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ ﾐﾔﾏﾙ K3:太 

07-10 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ   K2:誘導 

07-11 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾔﾏﾙﾄﾞｰ   K2:大 

07-12 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ   K2:理解語･最近 

07-13 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒﾝｼﾞｮｰ K1:普通､K2:誘導･昔､ﾐﾔﾏﾙ(大) 

07-14 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ   ﾐﾔﾏﾙ(大) 

07-15 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ   大きいものはﾐﾔﾏﾙﾄﾞｰ 

07-16 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ   K2:誘導､大きいものはﾐﾔﾏﾙ 

07-17 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ ﾐﾔﾏﾙﾄﾞｰ K3:大 

07-18 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾔﾏﾙﾄﾞｰ ﾒﾒﾝｼﾞｮｰ K2:大､K3:誘導 

07-19 ﾒﾒｽﾞ ﾒﾒﾝｼﾞｮｰ   K2:誘導･児童に言う言葉 

07-20 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ ﾅﾏﾘﾄﾞｰ K1:今､K2:昔､K3:大 

07-21 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ   ﾐﾔﾏﾙ(大) 

07-22 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ ﾐﾔﾏﾙ K3:大 

07-23 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ     

07-24 ﾒﾒｽﾞ     ﾐﾔﾏﾙ(大) 

07-25 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ   K1･K2:誘導 

07-26 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ   K2:多､ﾐﾔﾏﾙ(大) 

07-27 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ   ﾐﾔﾏﾙ(大･誘導) 

07-28 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ   K2:普通 

07-29 ﾒﾒｽﾞ     大：ﾐﾔﾏﾙ 

07-30 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ   K2:多､大：ﾐﾔﾏﾙ 

07-31 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ   K2:多､ﾐﾔﾏﾙ(大) 

08-01 ﾒﾒｽﾞ ｵｰﾀﾗ   ､(08YMT 南都留､S50('75).8･S51) 

08-02 ﾒﾒｽﾞ       

08-03 ﾒﾒｽﾞ       

08-04 ﾒﾒｽﾞ       

08-05 ﾐﾐｽﾞ       

08-06 ﾒﾒｽﾞ       

08-07 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ     

08-08 ﾒﾒｽﾞ       

08-09 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ   K2:昔 

08-10 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ   K2:誘導 

08-11 ﾒﾒｽﾞ       

08-12 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ     

08-13 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ     

08-14 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ   K2:理解語 

08-15 ﾐﾐｽﾞ       

08-16 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ   K2:誘導 

08-17 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ   K2:昔 

08-18 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ   K1:理解語､K2:誘導 

08-19 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ   K2:誘導 

08-20 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ   K1:理解語 

08-21 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ   K2:誘導 

08-22 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ     

08-23 ﾒﾒｽﾞ       

08-24 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ   K2:中年以上がいう 

08-25 ﾒﾒｽﾞ       

08-26 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ     

08-27 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ   K2:今 

08-28 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ   K2:昔 

08-29 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ     

08-30 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ   小さいものをﾄｰｷｮﾒﾒｽﾞという 

08-31 ﾒﾒｽﾞ     おおきいものをﾄﾞｰｷﾞﾘ(胴切り)ﾒﾒｽﾞという 

08-32 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ   K2:理解語､大きいものをｶﾍﾞﾗﾒﾒｽﾞという 

08-33 ﾒﾒｽﾞ     赤くて小さいものをﾄｰｷｮﾒﾒｽﾞという 

08-34 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ   K2:理解語 

08-35 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ     

08-36 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ   K2:誘導･昔 

08-37 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ   K2:理解語 

08-38 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ   K2:誘導･昔､小さいものをﾄｰｷｮﾒﾒｽﾞという 

08-39 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ   K2:誘導 

08-40 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ   K2:今 

08-41 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ   大小による区別なし 

08-42 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ   K2:誘導 

08-43 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ     

08-44 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ   K2:理解語､大きいものをｲﾜﾒﾒｽﾞという 

08-45 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ     
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08-46 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ     

09-01 ﾒﾒｽﾞ     ､(09YKT 北都留､S52('77).8-11) 

09-02 ﾐﾐｽﾞ     K1:小さいもの 

09-03 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ ｻｸﾗﾐﾐｽﾞ K4:ｵｰﾀﾗﾒﾒｽﾞ､K3:小さいもの 

09-04 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ     

09-05 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ ｵｰﾀﾗﾒﾒｽﾞ K3:大きいもの 

09-06 ﾒﾒｽﾞ ｼﾞﾝｿﾞｰﾒﾒｽﾞ   K1:大きいもの､K2:小さいもの 

09-07 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ     

09-08 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ   K1:普通､K2:誘導 

09-09 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ ｵｰﾀﾗﾒﾒｽﾞ K3:大きいもの 

09-10 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ ｵｰｯﾀﾗ   

09-11 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ   K1:昔､K2:今 

09-12 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ ｵｰﾀﾗﾒﾒｽﾞ K3:大きいもの 

09-13 ﾒﾒｽﾞ       

09-14 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ ﾋｰﾀﾗﾒﾒｽﾞ K2:昔､K3:大きいもの 

09-15 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ     

09-16 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ   K1:奥さん､K2:誘導 

09-17 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ     

09-18 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ   K2:誘導･普通 

09-19 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ ﾋｮｰﾀﾗﾒﾒｽﾞ   

09-20 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ ﾉｰﾀﾗﾒﾒｽﾞ K2:理解語､K3:大きいもの･のろのろしている 

09-21 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ   K2:普通 

09-22 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ ｵｰﾀﾗﾒﾒｽﾞ K2:誘導･昔､K3:大きいもの 

09-23 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ   K2:昔 

09-24 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ ｵｰﾀﾗﾒﾒｽﾞ K3:太い 

09-25 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ     

09-26 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ   K1:普通 

09-27 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ     

09-28 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ   ｲﾄﾐﾐｽﾞ(細いもの)･ﾉｰﾀﾗ(太いもの) 

09-29 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ ﾉｰﾀﾗﾒﾒｽﾞ K3:大きいもの 

09-30 ﾐﾐｽﾞ ﾉｰﾀﾗﾒﾒｽﾞ ﾒﾒｽﾞ K2:大きいもの 

09-31 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ ﾉｰﾀﾗﾒﾒｽﾞ K3:大きいもの 

09-32 ﾒﾒｽﾞ ﾉｰﾀﾗﾒﾒｽﾞ   K2:大きいもの 

09-33 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ ﾉｰﾀﾗﾒﾒｽﾞ K1:小さいもの､K3:大きいもの 

09-34 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ ﾉｰﾀﾘ 
K4:ﾉｰﾀﾙ､K5:ﾉｰﾀﾘﾒﾒｽﾞ､K6:ﾉｰﾀﾗﾒﾒｽﾞ､K3 ｰ

K6:大きいもの 

09-35 ﾒﾒｽﾞ       

09-36 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ ﾉｰﾀﾗﾒﾒｽﾞ K2:昔､K3:大きいもの 

09-37 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ   K2:理解語 

09-38 ﾐﾐｽﾞ ﾉｰﾀﾗﾒﾒｽﾞ   K2:大きいもの 

09-39 ﾐﾐｽﾞ       

09-40 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ ﾉｰﾀﾗﾐﾐｽﾞ K3:大きいもの 

09-41 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ ﾉｰﾀﾗﾐﾐｽﾞ K3:大きいもの 

09-42 ﾒﾒｸｼﾞ ﾒﾒｸｼﾞﾗ ﾒﾒ   

09-43 ﾒﾒｽﾞ       

09-44 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ   K2:普通 

09-45 ﾒﾒｽﾞ     K1:大小同名 

09-46 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ     

09-47 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ   K2:理解語 

09-48 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ     

09-49 ﾒﾒｽﾞ ﾎｰﾀﾗﾐﾐｽﾞ   K1:小さいもの､K2:大きいもの 

09-50 ﾒﾒｽﾞ ｵｰﾀﾗｾｰ ｵｰﾀﾗﾒﾒｽﾞ K2･K3:大きいもの 

09-51 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ   K2:誘導 

09-52 ﾒﾒｽﾞ       

09-53 ﾐﾐｽﾞ ｵｰﾀﾗﾒﾒｽﾞ   K1:小さいもの､K2:大きいもの 

09-54 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ   K2:年寄りは言った 

09-55 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ ﾀﾏﾒﾒｽﾞ K3:大きいもの 

09-56 ﾒﾒｽﾞ       

09-57 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ     

09-58 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ     

09-59 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ     

09-60 ﾒﾒｽﾞ       

09-61 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ     

09-62 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ     

09-63 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ   K2:普通 

09-64 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ   K2:昔 

09-65 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ     

09-66 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ   K1:今､K2:誘導 



6 

 

09-67 ﾒﾒｽﾞ       

09-68 ﾒﾒｽﾞ       

09-69 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ     

09-70 ﾐﾐｽﾞ     K1:普通 

09-71 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ   K2:誘導･多 

09-72 ﾒﾒｽﾞ       

09-73 ﾒﾒｽﾞ       

09-74 ﾒﾒｽﾞ       

09-75 ﾒﾒｽﾞ     K1:大小同名 

10-01 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ   K1:普通 

10-02 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ   ､(10YHY 東山・東八､S53('78).8-10) 

10-03 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ     

10-04 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ ﾒﾒﾝｼﾞｮｰ K2･K3:誘導･昔 

10-05 ﾒﾒｽﾞ       

10-06 ﾒﾒｽﾞ     K1:大・小とも 

10-07 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ     

10-08 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ     

10-09 ﾒﾒｽﾞ       

10-10 ﾒﾒｽﾞ       

10-11 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ ﾒﾒﾝｼﾞｮｰ 大小による区別なし､K3:誘導 

10-12 ﾒﾒｽﾞ     大小とも同じ 

10-13 ﾒﾒｽﾞ     大小とも同じ 

10-14 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ     

10-15 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ     

10-16 ﾒﾒｽﾞ       

10-17 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒﾝｼﾞｮｰ   

10-18 ﾒﾒｽﾞ     大小とも同じ 

10-19 ﾐﾐｽﾞ       

10-20 ﾒﾒｽﾞ ﾒﾒﾝｼﾞｮｰ ﾐﾐｽﾞ K2･K3:誘導 

10-21 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ     

10-22 ﾒﾒｽﾞ     大小とも同じ 

10-23 ﾒﾒｽﾞ ﾒﾒﾝｼﾞｮ   大小とも同じ 

10-24 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒﾝｼﾞｮｰ K3:誘導 

10-25 ﾐﾐｽﾞ       

10-26 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ ﾒﾒﾝｼﾞｮｰ K2･K3:誘導､K2:多 

10-27 ﾒﾒｽﾞ       

10-28 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒﾝｼﾞｮｰ K1:普通､K2･K3:誘導 

10-29 ﾒﾒｽﾞ ﾒﾒﾝｼﾞｮｰ ﾐﾐｽﾞ K2･K3:誘導 

10-30 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ     

10-31 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ   K2:誘導 

10-32 ﾒﾒｽﾞ     大小とも同じ 

10-33 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ ﾒﾒﾝｼﾞｮｰ K2･K3:誘導 

10-34 ﾒﾒﾝｼﾞｮ ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ K3:誘導 

10-35 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒﾝｼﾞｮｰ   K2:誘導 

10-36 ﾒﾒｽﾞ ﾒﾒﾝｼﾞｮｰ     

10-37 ﾒﾒｽﾞ       

10-38 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ     

10-39 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ   K2:新 

10-40 ﾒﾒｽﾞ ﾒﾒﾝｼﾞｮｰ   K2:誘導 

10-41 ﾒﾒｽﾞ       

10-42 ﾒﾒｽﾞ ﾒﾒﾝｼﾞｮｰ   K2:誘導 

10-43 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ   K2:誘導･多 

10-44 ﾒﾒｽﾞ     大小とも同じ 

10-45 ﾒﾒｽﾞ     指ほど太いものをｳﾀﾒﾒｽﾞ 

10-46 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ     

10-47 ﾒﾒｽﾞ ﾒﾒﾝｼﾞｮｰ ﾐﾐｽﾞ   

10-48 ﾐﾐｽﾞ ﾐﾐｽﾞｸ ﾒﾒｽﾞ K3:誘導 

10-49 ﾒﾒﾝｼﾞｮ       

10-50 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ     

10-51 ﾒﾒﾝｼﾞｮｰ       

10-52 ﾒﾒﾝｼﾞｮｰ ﾒﾒｽﾞ ｵｶﾝﾅﾘﾒﾒｽﾞ K3:大 

10-53 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒﾝｼﾞｮｰ K2･K3:誘導 

10-54 ﾒﾒﾝｼﾞｮｰ ﾒﾒｽﾞ     

10-55 ﾒﾒｽﾞ       

10-56 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒﾝｼﾞｮｰ K2:今､K3:誘導 

10-57 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒﾝｼﾞｮｰ   

10-58 ﾒﾒｽﾞ ﾒﾒﾝｼﾞｮｰ   大小とも同じ､K2:誘導･古 

10-59 ﾒﾒｽﾞ ﾒﾒﾝｼﾞｮｰ     
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10-60 ﾐﾐｽﾞ ｵｶﾝﾅﾘﾒﾒｽﾞ   K2:大 

10-61 ﾒﾒｽﾞ ﾒﾒﾝｼﾞｮｰ     

10-62 ﾒﾒﾝｼﾞｮｰ ﾒﾒｽﾞ ｶﾐﾅﾘﾒﾒｽﾞ K4:ｵｶﾝﾅﾘ(大)､K3:大 

10-63 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒﾝｼﾞｮ     

10-64 ﾒﾒﾝｼﾞｮ ﾒﾒｽﾞ     

10-65 ﾒﾒﾝｼﾞｮ       

10-66 ﾒﾒﾝｼﾞｮｰ ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ K1:多､K3:誘導 

10-67 ﾒﾒｽﾞ ﾒﾒﾝｼﾞｮｰ   大小とも同じ 

10-68 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ   大小とも同じ 

10-69 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒﾝｼﾞｮ   

10-70 ﾒﾒｽﾞ ﾒﾒﾝｼﾞｮｰ     

10-71 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒﾝｼﾞｮｰ     

10-72 ﾒﾒｽﾞ     大きいものはｶｶﾞﾗﾒﾒｽﾞ､K1:小 

10-73 ﾒﾒｽﾞ ﾒﾒﾝｼﾞｮ   
他にﾔｽﾃﾞﾒﾒｽﾞ(横しまがある･小さい)､K2:中

位の大きさ 

10-74 ﾒﾒｽﾞ     
K1:中位の大きさ･小さいのがﾔｽﾃﾞﾒﾒｽﾞ(釣り

のえさ)･特大がｵｶﾝﾅﾘﾒﾒｽﾞ(20cm 位) 

10-75 ﾒﾒﾝｼﾞｮ ﾐﾐｽﾞ ｵｶﾝﾅﾘﾒﾒﾝｼﾞｮ K3:大 

10-76 ﾒﾒﾝｼﾞｮｰ       

10-77 ﾒﾒﾝｼﾞｮｰ       

10-78 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ   大きいものはｶｶﾞﾗﾒﾒｽﾞ､K2:誘導 

10-79 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ   大きいものはｶｶﾞﾗﾒﾒｽﾞで毒がある､K2:小 

10-80 ﾒﾒｽﾞ     大小とも 

10-81 ﾒﾒﾝｼﾞｮ ﾒﾒｽﾞ   大小とも同じ､K1:普通 

10-82 ﾒﾒｽﾞ     大小とも同じ 

10-83 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ   大小とも 

10-84 ﾒﾒﾝｼﾞｮｰ       

10-85 ﾒﾒｽﾞ ﾒﾒﾝｼﾞｮ     

10-86 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ     

10-87 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ ﾒﾒﾝｼﾞｮｰ K2･K3:誘導･昔 

10-88 ﾒﾒｽﾞ ﾒﾒﾝｼﾞｮｰ   K2:誘導 

10-89 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒﾝｼﾞｮｰ   K1:大小とも 

10-90 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ     

10-91 ﾒﾒｽﾞ     大小とも 

10-92 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ   K2:誘導 

10-93 ﾒﾒﾝｼﾞｮｰ       

11-01 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ   K2:誘導･昔 

11-02 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ   ､(11YKK 北･中巨摩･甲府､S54('79).7-11) 

11-03 ﾒﾒｽﾞ     大小ともﾒﾒｽﾞ 

11-04 ﾒﾒｽﾞ     小さいのは別のいい方があった 

11-05 ﾒﾒｽﾞ       

11-06 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ   大小とも 

11-07 ﾒﾒｽﾞ     小さいものはｲﾄﾐﾐｽﾞ 

11-08 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ   K2:誘導･多 

11-09 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ   K1:今 

11-10 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ     

11-11 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ   大小とも､K2:児童語 

11-12 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ   K1:普通 

11-13 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ   K2:誘導 

11-14 ﾒﾒｽﾞ ﾒﾒﾝｼﾞｮｰ   K2:いう人がいる 

11-15 ﾐﾐｽﾞ     K1:誘導 

11-16 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ   K2:古 

11-17 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ   K2:普通 

11-18 ﾒﾒｽﾞ     大小ともに 

11-19 ﾒﾒｽﾞ       

11-20 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ   K2:誘導 

11-21 ﾒﾒｽﾞ       

11-22 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ     

11-23 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ   K2:多 

11-24 ﾒﾒｽﾞ     大小ともに 

11-25 ﾒﾒｽﾞ       

11-26 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ   K2:誘導 

11-27 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ     

11-28 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ   K1:昔､K2:今 

11-29 ﾒﾒｽﾞ       

11-30 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ   K2:多 

11-31 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ     

11-32 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ   K1:奥さん 
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11-33 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ     

11-34 ﾒﾒｽﾞ       

11-35 ﾒﾒｽﾞ       

11-36 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ   K2:誘導 

11-37 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ   K2:老人 

11-38 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ   K2:多 

11-39 ﾒﾒｽﾞ     大小とも 

11-40 ﾒﾒｽﾞ ﾒﾒﾝｼﾞｮｰ ﾐﾐｽﾞ 小さいものはﾄｰｷｮｰﾒﾒｽﾞ､K1:奥さん､K2:誘導 

11-41 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ   大はｼﾏﾒﾒｽﾞ､小はﾐﾅﾘﾒﾒｽﾞ(要時間) 

11-42 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ     

11-43 ﾒﾒｽﾞ       

11-44 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ     

11-45 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ   大小とも 

11-46 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ   小さいものはﾕﾘﾐﾐｽﾞ 

11-47 ﾒﾒｽﾞ     大小とも 

11-48 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ     

11-49 ﾒﾒｽﾞ     大きいものはｵｶﾝﾅﾘﾒﾒｽﾞ 

11-50 ﾒﾒｽﾞ       

11-51 ﾒﾒｽﾞ       

11-52 ﾒﾒｽﾞ       

11-53 ﾒﾒｽﾞ       

11-54 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ   K1:多 

11-55 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒﾝｼﾞｮ K3:古･多 

11-56 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ   K1:多 

11-57 ﾒﾒｽﾞ     大小とも 

11-58 ﾒﾒｽﾞ     大小とも 

11-59 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ   大小とも 

11-60 ﾒﾒｽﾞ       

11-61 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ     

11-62 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ   大小とも､K2:誘導･多 

11-63 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ   K1:奥さん､K2:誘導 

11-64 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ   大小とも 

11-65 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ   K1:多 

11-66 ﾒﾒｽﾞ     小さいものはﾄｰｷｮｰﾒﾒｽﾞ 

11-67 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ   K2:多 

11-68 ﾒﾒｽﾞ     大小とも 

11-69 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ   大小とも 

11-70 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ   K2:普通 

11-71 ﾒﾒｽﾞ     大小とも 

11-72 ﾒﾒｽﾞ     大小とも 

11-73 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ   K2:多 

11-74 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ   K2:誘導･息子 

11-75 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ   K2:昔 

11-76 ﾒﾒｽﾞ     大小とも 

11-77 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ   大きいものはｵﾆﾐﾐｽﾞ､K1･K2:誘導 

11-78 ﾐﾐﾝｽﾞ ﾒﾒｽﾞ     

11-79 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ   大はｶﾝｶﾞﾘﾒﾒｽﾞ､小はｼﾏﾒﾒｽﾞ､K1:多 

11-80 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ   大はｶﾝﾅﾘﾒﾒｽﾞ､K2:多 

11-81 ﾒﾒｽﾞ     大小とも 

11-82 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ   K2:誘導 

11-83 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ     

11-84 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ     

11-85 ﾒﾒｽﾞ     大はｵｶﾝﾅﾘﾒﾒｽﾞ小はﾊﾈﾒﾒｽﾞ 

11-86 ﾒﾒﾝｼﾞｮ ﾒﾒｽﾞ   大小とも 

11-87 ﾒﾒｽﾞ     大はｵｶﾝﾅﾘﾒﾒｽﾞ､しまのあるﾔｽﾃﾞﾒﾒｽﾞ 

11-88 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ   K2:普通 

11-89 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ     

11-90 ﾒﾒｽﾞ       

11-91 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ     

11-92 ﾒﾒｽﾞ     大きいものはｵｶﾝﾅﾘﾒﾒｽﾞ 

11-93 ﾒﾒﾝｼﾞｮｰ ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ K2･K3:誘導 

11-94 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒﾝｼﾞｮ ﾒﾒｽﾞ 
大きいものはｶﾐﾅﾘﾒﾒｽﾞ､ｵｶﾝﾅﾘﾒﾒｽﾞ､K2:児童

語､K3:誘導 

11-95 ﾒﾒｽﾞ     大小とも 

11-96 ﾒﾒｽﾞ     大きいものはﾔﾌﾞﾒﾒｽﾞ 

11-97 ﾒﾒｽﾞ ﾒﾒﾝｼﾞｮ   K2:誘導 

11-98 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ   K1:息子･普通 

11-99 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ     
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11-100 ﾒﾒﾝｼﾞｮ ﾒﾒｽﾞ     

11-101 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ     

11-102 ﾒﾒｽﾞ     大きいものは別に名があった 

11-103 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ   K2:昔 

11-104 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ   
大はｵｶﾝﾅﾘﾒﾒｽﾞ､小はﾔｽﾃﾞﾒﾒｽﾞ･ﾄﾞﾛﾒﾒｽﾞ､K2:

誘導 

12-01 ﾒﾒｽﾞ     ､(12YHW 早川(再)､S55('80)-57) 

12-02 ﾒﾒｽﾞ       

12-03 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ   ﾒﾒｽｽﾘはﾐﾐｽﾞを食べるもの 

12-04 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ     

12-05 ﾒﾒｽﾞ     ﾄｰｷｮｰﾒﾒｽﾞは細いﾐﾐｽﾞのこと 

12-06 ﾒﾒｽﾞ     ﾄｰｷｮｰﾒﾒｽﾞは小さくて細いﾐﾐｽﾞのこと 

12-07 ﾒﾒｽﾞ     ほかにｼﾏﾒﾒｽﾞ 

12-08 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ     

12-09 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ   ﾐﾔﾏﾙﾐﾐｽﾞは大きなﾐﾐｽﾞ 

12-10 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ     

12-11 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ     

12-12 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ     

12-13 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ   K2:誘導 

12-14 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ     

12-15 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ     

12-16 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ   K2:誘導 

12-17 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ   K2:今､ﾋﾗﾒﾒｽﾞはﾐﾐｽﾞを食べるもの 

12-18 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ   K2:旧､ﾔﾏﾒﾒｽﾞ･ｵｵﾐﾐｽﾞ(大)､ﾄｰｷｮｰﾐﾐｽﾞ(小) 

12-19 ﾒﾒｽﾞ       

12-20 ﾒﾒｽﾞ       

12-21 ﾒﾒｽﾞ       

12-22 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ ｶﾒﾗ K2:昔､K3:昔･誘導･大きいもの､ﾋﾗﾐﾐｽﾞ 

12-23 ﾒﾒｽﾞ       

12-24 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ     

12-25 ﾒﾒｽﾞ       

12-26 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ ｶﾒﾗﾒﾒｽﾞ K1:新､K2:昔､K3:平たくて長い･頭が三角 

12-27 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ   K2:昔 

12-28 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ   ﾋﾗﾒﾒｽﾞは平たいもの 

12-29 ﾒﾒｽﾞ       

12-30 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ ｶﾝﾒﾗﾒﾒｽﾞ K2:新､K3:平たくて腹が黄色 

12-31 調査不備       

12-32 ﾒﾒｽﾞ       

12-33 ﾐﾐｽﾞ       

12-34 ﾐﾐｽﾞ       

12-35 ﾐﾐｽﾞ ｶﾒﾗﾒﾒｽﾞ   K2:平たい 

12-36 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ     

12-37 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ     

12-38 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ   K1:古 

12-39 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ     

12-40 ﾒﾒｽﾞ ｶﾒﾗﾒﾒｽﾞ   K2:平たく長い･背は茶色･腹は黄色 

12-41 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ ｶﾒﾗﾒﾒｽﾞ   

12-42 ﾒﾒｽﾞ     K1:大小とも 

13-01 ﾒﾒｽﾞ ｶﾍﾞﾗ   K1:小､K2:大､(13YNY 西八代､S50('75).8) 

13-02 ﾐﾐｽﾞ ｶﾍﾞﾗﾐﾐｽﾞ   K2:大 

13-03 ﾒﾒｽﾞ ｶﾍﾞﾗ   K2:大 

13-04 ﾒﾒｽﾞ     大小の区別なし 

13-05 ﾒﾒｽﾞ       

13-06 ﾒﾒｽﾞ     大小の区別なし 

13-07 ﾒﾒｽﾞ     大小の区別なし 

13-08 ﾒﾒｽﾞ       

13-09 ﾒﾒｽﾞ ｶｶﾞﾗﾒﾒｽﾞ   K2:大 

13-10 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ ｶｶﾞﾗﾒﾒｽﾞ K3:大 

13-11 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ ｶｶﾞﾗﾒﾒｽﾞ K3:誘導･大 

13-12 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ ｶﾍﾞﾗﾒﾒｽﾞ K3:大 

13-13 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒﾝｼﾞｮ   大小の区別なし 

13-14 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ   大小の区別なし 

13-15 調査不備       

13-16 ﾒﾒｽﾞ     大をいうときはﾌﾄｲﾒﾒｽﾞ 

13-17 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ     

13-18 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ   ほかにｸﾏﾝﾋﾞｰﾙ 

13-19 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒﾝｼﾞｮ     

13-20 ﾒﾒﾝｼﾞｮ       
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13-21 ﾒﾒﾝｼﾞｮ ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ K3:今､ほかにｸﾏﾝﾋﾞｰﾙ(蛭の一種) 

13-22 ﾒﾒｽﾞ ﾒﾒﾝｼﾞｮ ﾄｰｷｮｰﾒﾒｽﾞ K2:昔､K3:小 

13-23 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒﾝｼﾞｮ     

13-24 ﾒﾒｽﾞ       

13-25 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ ｶﾒﾗﾒﾒｽﾞ K4:ｶﾐﾅﾘﾒﾒｽﾞ､K3･K4:山にいる大きなもの 

13-26 ﾐﾐｽﾞ ｶﾍﾞﾗ   K2:大 

13-27 ﾒﾒｽﾞ ｶﾒﾗ   K2:大 

13-28 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ ｶﾒﾗﾒﾒｽﾞ K3:大 

13-29 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ ｶﾒﾗ K4:ﾋﾟﾝﾋﾟﾝﾒﾒｽﾞ(中型)､K3:大 

13-30 ﾒﾒｽﾞ ｶﾐﾅﾘﾒﾒｽﾞ   K2:大 

13-31 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ   大小の区別なし 

13-32 ﾒﾒｽﾞ ｶﾒﾗﾒﾒｽﾞ   K2:大 

13-33 ﾒﾒｽﾞ       

13-34 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ ｶﾒﾗﾒﾒｽﾞ K3:大 

13-35 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ     

13-36 ﾒﾒｽﾞ ﾒﾒﾝｼﾞｮ   K2:誘導 

13-37 ﾒﾒｽﾞ ｶﾒﾗﾒﾒｽﾞ   K2:大 

13-38 ﾒﾒｽﾞ       

13-39 ﾒﾒｽﾞ       

13-40 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ ｶﾝﾒﾗ K2:昔､K3:大 

13-41 ﾒﾒｽﾞ       

13-42 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ     

13-43 ﾒﾒｽﾞ ｶﾒﾗ   K2:誘導･大 

13-44 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ     

13-45 ﾒﾒｽﾞ ｶﾒﾗﾒﾒｽﾞ   K2:大､縞のあるものはｼﾏﾒﾒｽﾞ 

13-46 ﾒﾒｽﾞ ﾐﾐｽﾞ     

13-47 ﾐﾐｽﾞ ﾒﾒｽﾞ   大小の区別なし 

13-48 ﾒﾒｽﾞ       

13-49 ﾒﾒｽﾞ ｶﾒﾗ   K2:大 

 

 

(03YMI 身延､S43('68).7) 

項目６７：みみず（蚯蚓） 

 みみずの大・小の呼称を一緒にした。（６７ー２を統合） 

 ３８：テープでこの項目なし。 

 

 

出現語形(出現個所)／全 45 語形(対象は第三答(K3)まで)。＜ｵｰｯﾀﾗ の出現個所は一個所、以下同様＞ 

ｵｰｯﾀﾗ,ｵｰﾀﾗ,ｵｰﾀﾗｾｰ,ｵｰﾀﾗﾒﾒｽﾞ(7),ｵｶﾒﾒｽﾞ(3),ｵｶﾝﾅﾘﾒﾒｽﾞ(2),ｵｶﾝﾅﾘﾒﾒﾝｼﾞｮ,ｶｶﾞﾗﾒﾒｽﾞ(3),ｶﾍﾞﾗ(8),ｶﾍﾞﾗﾐﾐｽﾞ,

ｶﾍﾞﾗﾒﾒｽﾞ,ｶﾍﾞﾗﾝﾄﾞ,ｶﾐﾅﾘﾒﾒｽﾞ(2),ｶﾒﾗ(41),ｶﾒﾗﾐﾐｽﾞ(2),ｶﾒﾗﾒﾒｽﾞ(28),ｶﾝﾒﾗ(8),ｶﾝﾒﾗﾒﾒｽﾞ,ｻｸﾗﾐﾐｽﾞ,ｼﾞﾝｿﾞｰﾒﾒｽﾞ,ﾀ

ﾏﾒﾒｽﾞ,ﾄｰｷｮｰﾒﾒｽﾞ,ﾅﾏﾘﾄﾞｰ,ﾉｰﾀﾗﾐﾐｽﾞ(2),ﾉｰﾀﾗﾒﾒｽﾞ(8),ﾉｰﾀﾘ,ﾋｮｰﾀﾗﾒﾒｽﾞ,ﾋｰﾀﾗﾒﾒｽﾞ,ﾎｰﾀﾗﾐﾐｽﾞ,ﾐﾐｽﾞ(391),ﾐﾐｽﾞ

ｸ,ﾐﾐﾝｽﾞ,ﾐﾒｽﾞ,ﾐﾔﾏﾙ(5),ﾐﾔﾏﾙﾄｰ,ﾐﾔﾏﾙﾄﾞｰ(3),ﾒﾐｽﾞ,ﾒﾒ,ﾒﾒｸｼﾞ,ﾒﾒｸｼﾞﾗ,ﾒﾒｽﾞ(570),ﾒﾒﾝｼﾞｮ(72),ﾒﾒﾝｼﾞｮｰ(45),ﾒﾒﾝｼﾞｮ

ｲ,ﾒﾝｼﾞｮ[,調査不備(20),調査票欠]. 

 


