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山梨県言語地図 067 小さい                                             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 ﾁｯｸｲ ﾁｰｻｲ ﾇｺｲ ､(02YMS 増穂､S42('67).7) 

02-02 ﾁｯｸｲ ﾁｰｻｲ ｺｽｲ   

02-03 ﾁｯｸｲ ﾇｺｲ ｺｽｲ   

02-04 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ ﾇｺｲ   

02-05 ﾁｯｸｲ ﾁｰｻｲ ﾇｺｲ   

02-06 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ ｺｽｲ K4:ﾁｯﾋﾟｲ 

02-07 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ ﾁｯﾋﾟｲ   

02-08 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ ﾇｺｲ   

02-09 ﾇｺｲ       

02-10 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ ｺｽｲ   

02-11 ﾁｰｻｲ       

02-12 ﾁｯｸｲ       

02-13 ﾁｯｸｲ ﾇｺｲ     

02-14 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ ﾇｺｲ K4:ｺｽｲ 

02-15 ﾁｯｸｲ       

02-16 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ ﾇｺｲ   

02-17 ﾁｰｻｲ ﾇｺｲ     

02-18 ﾁｯｸｲ ﾇｺｲ ｺﾌﾞﾘ   

02-19 ﾁｯｸｲ ﾇｺｲ     

02-20 ﾁｯｸｲ ﾁｰｻｲ ﾇｺｲ   

02-21 ﾁｯｸｲ       

02-22 ﾁｯｸｲ ﾁｰｻｲ     

02-23 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ     

02-24 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ ﾇｺｲ   

02-25 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ ﾁｲﾁｬｲ K4:ﾇｺｲ､K5:ｺｽｲ 

02-26 ﾁｯｸｲ ﾇｯｺｲ     

02-27 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ ﾇｺｲ K4:ｺｽｲ 

02-28 ﾁｯｸｲ ｺｽｲ     

02-29 ﾁｰｻｲ ﾁｲﾁｬｲ ﾁｯｸｲ   

02-30 ﾁｰｻｲ ﾇｺｲ ｺｽｲ   

02-31 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ     

02-32 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ ｺｽｲ   

02-33 ﾁｯｸｲ ﾇｺｲ ｺｽｲ   

02-34 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ     

02-35 ﾁｰｻｲ ﾇｺｲ     

02-36 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ ﾁｯｸﾘ   

02-37 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ ﾇｺｲ   

02-38 ﾁｾｰ ﾇｺｲ     

02-39 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ     

02-40 ﾁｯｸｲ ｺｽｲ ﾁﾋﾞ   

02-41 ﾁｯｸｲ ﾇｺｲ     

02-42 ﾁｯｸｲ ﾇｺｲ     

02-43 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ     

02-44 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ ﾇｺｲ K4:ｺｽｲ 

02-45 ﾁｰｻｲ ﾇｺｲ     

03-01 ﾁｰｾｰ ﾁｯｸｲ ｺｽｲ K4:ﾇｺｲ､(03YMI 身延､S43('68).7) 

03-02 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ   K2:昔･今 

03-03 ﾁｰｻｲ ﾁｰｿｲ ﾁｯｸｲ K4:ﾁｯｸﾘｰ､K5:ｺｽｲ､K6:ﾇｺｲ(誘導) 

03-04 ﾁｰｾｰ ﾁｯｸｲ     

03-05 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ ｺｽｲ 
K4:ﾇｺｲ(誘導･少)､K5:ﾁﾝﾋﾟｰ(誘導)､K6:ｺﾏｶｲ､

K3:誘導 

03-06 ﾁｯｸｲ ﾁﾝﾋﾟｰ ﾁｰｻｲ 
K4:ｺｽｲ(誘導･少)､K5:ﾇｺｲ(誘導･少)､K1:多､

K3:誘導･理解語 

03-07 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ ｺｽｲ K2:ﾁｸｲとも､K3:誘導 

03-08 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ ｺｽｲ K4:ﾇｺｲ(誘導)､K2:多､K3:誘導 

03-09 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ ｺｽｲ K4:ﾇｺｲ(誘導)､K5:ﾁﾝﾋﾟｰ､K6:ｺﾏｯｺｲ､K3:誘導 

03-10 ﾁｯｸｲ ｺｽｲ ﾁﾝﾋﾟｰ   

03-11 ﾁｲｻｲ ﾁｯｸｲ ﾁｯﾁｬｲ K4:ｺｽｲ(今･多)､K5:ｺﾏｶｲ､K3:昔･多 

03-12 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ ｺｽｲ K4:ﾇｺｲ(誘導･昔)､K5:ﾁﾝﾋﾟｰ､K6:ﾁﾝﾋﾞ､K3:誘導 

03-13 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ ｺｽｲ   

03-14 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ ｺｽｲ K4:ﾁﾝﾋﾟｰ､K3:誘導 

03-15 ﾁｲｻｲ ﾁｯｸｲ ｺｽｲ K4:ﾇｺｲ(誘導)､K5:ﾁﾝﾋﾟｰ(誘導)､K2:誘導 

03-16 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ ｺｽｲ K4:ﾇｺｲ(誘導) 

03-17 ﾁｲｻｲ ﾁｯｸｲ ｺｽｲ K2:誘導 

03-18 調査票欠       

03-19 ﾁｲｻｲ ﾁｯｸｲ ﾁｰｾｰ K4:ｺｽｲ､K5:ﾁﾝﾋﾞ 

03-20 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ   K1:今､K2:昔 
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03-21 ﾁｲｻｲ ﾁｯｸｲ ｺｽｲ K3:背の低いこと 

03-22 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ ｺｽｲ K4:ﾉｺｲ 

03-23 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ ｺｽｲ K2:誘導･昔･多､K3:誘導･少 

03-24 ﾁｲｻｲ ﾁｯｸｲ ｺｽｲ 
K4:ﾇｺｲ(誘導)､K5:ﾁﾝﾋﾟｲ(誘導)､K6:ﾁﾝﾋﾟｰ(誘

導)､K2:誘導 

03-25 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ ｺｽｲ K1:今､K2:老､K3:誘導 

03-26 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ ｺｽｲ K4:ﾇｺｲ(少)､K5:ﾁﾝﾋﾟｰ､K2:誘導､K3:多 

03-27 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ ﾁｸｲ K4:ｺｽｲ 

03-28 ﾁｲｻｲ ﾁｯｸｲ ｺｽｲ K4:ﾇｺｲ(誘導)､K5:ﾁﾝﾋﾟｰ､K2:誘導 

03-29 ﾁｯｸｲ ｺｽｲ     

03-30 ﾁｰｻｲ ｺｽｲ   K2:誘導 

03-31 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ ｺｽｲ 
K4:ﾇｺｲ(少)､K5:ﾁﾝﾋﾟｰ､K6:ﾁﾝﾋﾞ､K1:今･多､K2:

昔･多･今でも､K3:誘導･少 

03-32 ﾁｲｻｲ ﾁｯｸｲ ｺｽｲ K4:ﾁﾝﾋﾟｰ(昔)､K1 ｰ K3:誘導 

03-33 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ ｺｽｲ K4:ﾇｺｲ(昔･少)､K5:ﾁﾝﾋﾞｰ､K3:少 

03-34 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ ﾁｯｸﾘ 
K4:ｺｽｲ(誘導)､K5:ﾇｺｲ(誘導)､K6:ﾁﾝﾋﾟｰ､K1:

今､K2:多 

03-35 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ ｺｽｲ K4:ﾇｺｲ(誘導)､K5:ﾁﾝﾋﾞ 

03-36 ﾁｲｻｲ ﾁｯｸｲ ﾁｯﾁｬｲ K4:ｺｽｲ､K5:ﾁﾝﾋﾟｰ 

03-37 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ ｺｽｲ   

03-38 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ ﾁｸｲ K4:ｺｽｲ､K5:ﾇｺｲ､K6:ﾁﾝﾋﾟｰ 

03-39 ﾁｲｻｲ ﾁｯｸｲ ｺｽｲ K4:ﾁﾝﾋﾟｰ､K2:誘導､K3:今でも 

03-40 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ ｺｽｲ K4:ﾇｺｲ(少)､K5:ﾁﾝﾋﾟｰ(誘導･少)､K2･K3:誘導 

03-41 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ ｺｽｲ K4:ﾁﾝﾋﾞｰ､K3:誘導 

03-42 ﾁｲｻｲ ｺｽｲ ﾁﾝﾋﾞｰ   

03-43 ﾁｲｻｲ ﾁｯｸｲ ﾁｸﾘ K4:ｺｽｲ､K5:ﾁﾝﾋﾞｰ､K6:ｺﾏｶｲ 

03-44 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ ｺｽｲ K4:ﾇｺｲ(誘導･昔)､K3:誘導･昔 

04-01 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ ﾁｯｾｰ K4:ｺｽｲ(小さいこと。わるがしこい意にも使う) 

04-02 ﾁｯｸｲ ﾁｯｸﾘｰ   ､(04YKN 鰍沢･中富､S44('69).2･S45) 

04-03 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ     

04-04 ﾁｯｸｲ       

04-05 ﾁｯｸｲ ｺｽｲ ﾇｺｲ K2･K3:誘導 

04-06 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸﾘｰ     

04-07 ﾁｯﾁｬｲ ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ 
K4:ﾇｺｲ(誘導)､K2:多､K3:誘導､ｺｽｲは人の性

格についていう 

04-08 ﾁｯｸｲ       

04-09 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ     

04-10 ﾁｯｸｲ       

04-11 ﾁｸｲ ﾁｰｻｲ ﾁｯｻｲ K4:ｺｽｲ､K5:ﾇｺｲ､K4･K5:誘導･昔 

04-12 ﾁｯｸｲ ｺｽｲ ﾇｺｲ K1:多 

04-13 ﾁｯｸｲ ﾁｰｻｲ ﾇｺｲ K4:ｺｽｲ 

04-14 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ     

04-15 ﾁｯｸｲ ﾁｰｻｲ ﾇｺｲ K4:ｺｽｲ 

04-16 ﾁｯｸｲ ﾁｸｲ ﾁｰｻｲ K4:ｺｽｲ 

04-17 ｺｽｲ ﾁｰｻｲ ﾁｯﾁｬｲ K4:ﾁｯｸｲ､K5:ﾇｺｲ､K2:普通 

04-18 ﾁｰｻｲ ｺｽｲ ﾁｯｸｲ K2･K3:誘導 

04-19 ﾁｯｸｲ ﾁｰｻｲ ﾇｺｲ K4:ｺｽｲ､K3･K4:昔 

04-20 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ ｺｽｲ K3:誘導･小さいことをいう 

04-21 ﾁｰｾｰ       

04-22 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ     

04-23 ﾁｯｸｲ ﾁｯｸﾘｰ     

04-24 ﾁｯｸｲ       

04-25 ｺｽｲ ﾁｰｻｲ ﾇｺｲ K3:誘導 

04-26 ﾁｯｻｲ ﾁｰｻｲ     

04-27 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ ｺｽｲ K3:昔 

04-28 ﾁｯｸｲ       

04-29 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸﾘｰ     

04-30 ﾁｰｻｲ ｺｽｲ ﾁｯｸｲ   

04-31 ﾁｰｻｲ ﾇｺｲ     

04-32 ﾁｯｸｲ ﾁｯｸﾘｰ     

04-33 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ ｺｽｲ K4:ﾇｺｲ 

04-34 ﾁｯｸｲ ﾁｰｻｲ ｺｽｲ K3:小さいこと 

04-35 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ     

04-36 ﾁｯｸｲ       

04-37 ﾁｰｾｰ ﾁｰｻｲ ﾁｯｸﾘｰ   

04-38 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ ｺｽｲ K2･K3:誘導､K3:ｺｽｲﾉｵﾄﾙ 

04-39 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ     

05-01 ﾇｺｲ ﾇｯｺｲ ﾁｯｸｲ K4:ﾁｰｻｲ(最近) 

05-02 ﾁｯｸｲ ﾁｰｻｲ   ､(05YNK 中巨摩､S46('71).2) 
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05-03 ﾁｯｸｲ ﾁｰｻｲ ﾁｯｸﾘｲ   

05-04 ﾁｯｸｲ ﾁｰｻｲ ﾁｯｻｲ K2･K3:誘導 

05-05 ﾁｯｸｲ       

05-06 ﾁｯｸｲ ﾇｺｲ   K2:誘導 

05-07 ﾁｯｸｲ ﾁｰｻｲ     

05-08 ﾁｯｸｲ ﾁｰｻｲ ﾔｻｼｲ K4:ﾇｺｲ 

05-09 ﾁｰｻｲ ﾇｺｲ ﾁｯｸｲ K4:ﾒﾒｯﾁｲ(誘導)､K5:ﾁﾝﾋﾞｲ(誘導)､K3:誘導 

05-10 ﾁｰｻｲ ﾇｺｲ ﾁｯｸｲ K2:昔､K3:誘導･普通 

05-11 ﾁｯｸｲ ﾁｰｻｲ     

05-12 ﾁｯｸｲ ﾁﾝﾋﾟﾘ ﾁｰｻｲ K4:ﾇｺｲ(誘導･少) 

05-13 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ ﾇｺｲ   

05-14 ﾁｯｸｲ ﾇｺｲ   K1:新､K2:古 

05-15 ﾁｯｸｲ ﾁｰｻｲ     

05-16 ﾁｯｸｲ ﾁｰｻｲ     

05-17 ﾁｯｸｲ ﾁｰｻｲ     

05-18 ﾁｯｸｲ ﾁｯｻｲ ﾁｯｷｲ K4:ﾁﾝﾎﾞｹ 

05-19 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ ﾁｯﾁｬｲ K4:ｺｽｲ(誘導)､K2:多 

05-20 ﾁｰｻｲ ﾇｺｲ   K2:誘導 

05-21 ﾇｺｲ ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ K4:ﾁﾝﾋﾟﾘ(誘導)､K3:誘導･多 

05-22 ﾁｯｸｲ ﾁｰｾｰ ﾁｰｻｲ K4:ﾇｺｲ(誘導) 

05-23 ﾁｯｸｲ ﾁｰｻｲ ﾇｺｲ K3:昔 

05-24 ﾁｯｸｲ       

05-25 ﾁｯｸｲ ﾁｯｸﾘｲ ﾁｰｻｲ   

05-26 ﾁｯｸｲ ﾁｰｻｲ ﾇｺｲ K3:誘導･人間のことをいう時 

05-27 ﾇｺｲ ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ   

05-28 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ ﾇｺｲ K3:誘導 

05-29 ﾁｯｸｲ ﾁｰｻｲ     

05-30 ﾁｯｸｲ ﾇｺｲ   K2:誘導 

05-31 ﾁｯｸﾘｲ ﾁｯｻｲ ﾁｯｸｲ   

05-32 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ ﾇｺｲ K3:誘導･少 

05-33 ﾁｯｸｲ ﾇｺｲ ﾁﾝﾋﾞｲ K2:誘導 

05-34 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ     

05-35 ﾁｯｸｲ       

05-36 ﾁｯｸｲ       

05-37 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ   K2:誘導 

05-38 ﾁｯｸｲ       

05-39 ﾁｯｸｲ ﾇｺｲ     

05-40 ﾁｯｸｲ ﾁｰｻｲ     

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 ｺｽｲ ﾁｯｸｲ ﾁｲｻｲ 
K4:ﾁﾝﾋﾞｰ(誘導)､K1 ｰ K3:誘導､(07YMT 富沢

町､S48('73)･8;49) 

07-02 ｺｽｲ ﾁｲｻｲ ﾁｯｸｲ K2･K3:誘導 

07-03 ﾁｯｸｲ ﾁｲｻｲ ｺｽｲ K4:ﾁﾝﾋﾞｰ 

07-04 ﾁｯｸｲ ｺｽｲ ﾁｲｻｲ K2:気がｺｽｲ(小さい)にもいう 

07-05 ｺｽｲ ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ K4:ﾁﾋﾞ､K3:誘導 



4 

 

07-06 ｺｽｲ ﾁﾝﾋﾞｰ ﾁｯｸｲ K2･K3:誘導､ﾁｯｸｲ(特に小さい) 

07-07 ﾁｯｸｲ ｺｽｲ   K2:丈 

07-08 ｺｽｲ ﾁｲｻｲ ﾁｯｸｲ K4:ﾁﾝﾋﾟｰ(誘導)､K2:気が小さい 

07-09 ﾁｲｻｲ ｺｽｲ ﾁｯｸｲ K4:ﾁﾝﾋﾞｰ(誘導･昔)､K3:誘導 

07-10 ﾁｲｻｲ ﾁｯﾁｬｰ ﾁｲｾｰ K4:ｺｽｲ､K5:ﾁｯｸｲ(誘導)､K5:ﾁﾝﾋﾞ(誘導) 

07-11 ｺｽｲ ﾇｺｲ   K2:誘導･理解語 

07-12 ﾁｯｸｲ ｺｽｲ ﾁﾝﾋﾟｰ K2･K3:誘導 

07-13 ｺｽｲ ﾁｲｻｲ ﾁｯｸｲ K4:ﾁﾝﾋﾞｰ(誘導･最近 20 年) 

07-14 ﾁｲｻｲ ﾁｯｸｲ ｺｽｲ K4:ﾁﾝﾋﾞｰ､K2･K3:誘導 

07-15 ｺｽｲ ﾁｯｸｲ ﾁﾝﾋﾞｰ   

07-16 ﾁｲｻｲ ｺｽｲ ﾁﾝﾋﾟｰ K4:ﾁｯｸｲ(誘導･多)､K3:誘導 

07-17 ﾁﾝﾋﾞｰ ﾁｯｸｲ ﾁﾝｸﾘｰ K4:ｺｽｲ(誘導)､K5:ﾁｯﾁｬｲ 

07-18 ｺｽｲ ﾁｲｻｲ ﾁｯｸｲ K3:誘導･児童語 

07-19 ﾁｲｻｲ ﾁｯｸｲ ｺｼｲ K4:ﾁﾝﾋﾞｰ(誘導･児童に言う言葉)､K2:誘導 

07-20 ﾁｲｻｲ ﾁｯｸｲ ｺｽｲ 
K4:ﾁﾝﾋﾞｰ(誘導･理解語)､K2:誘導･理解語､K3:

誘導 

07-21 ﾁｲｻｲ ｺｽｲ ﾁｯｸｲ   

07-22 ﾁｲｻｲ ﾁｯｸｲ ｺｽｲ K4:ﾁﾝﾋﾞｰ(誘導)､K3:普通 

07-23 ﾁｲｻｲ ｺｽｲ ﾁﾝﾋﾞｰ K4:ﾁｯｸｲ(誘導) 

07-24 ｺｽｲ ﾁｲｻｲ ﾁﾝﾋﾞｰ K4:ﾁｯｸｲ(誘導)､K3:誘導 

07-25 ﾁｲｻｲ ｺｽｲ ﾁｯｸｲ K3:誘導 

07-26 ｺｽｲ ﾁｲｻｲ ﾁｯｸｲ K4:ﾁﾝﾋﾞｰ(少) 

07-27 ﾁｲｻｲ ｺｽｲ   K2:普通 

07-28 ﾁｲｻｲ ｺｽｲ ﾁｯｸｲ   

07-29 ﾁｲｻｲ ﾁｯｸｲ ｺｽｲ K1-K3:誘導 

07-30 ｺｽｲ ﾁﾝﾋﾞｰ ﾁｯｸｲ K2:良い意味ではない､K3:誘導 

07-31 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ ｺｽｲ K4:ﾁﾝﾋﾞｰ(誘導)､｢ﾔｻｼｲ｣との回答もあり 

08-01 ﾁｯｸｲ ﾁｲｻｲ   
ｺｽｲ(身長が低い･ｶﾞﾗｶﾞｺｽｲ)､(08YMT 南都

留､S50('75).8･S51) 

08-02 ﾁｯﾁｬｲ     ｺｽｲ(身長が低い･けち) 

08-03 ﾁｯｸｲ     ｺｽｲ(けち) 

08-04 ﾁｲｻｲ ﾁｯｸｲ   K2:誘導 

08-05 ﾁｲｻｲ     ｺｽｲ(がめつい) 

08-06 ﾁｲｻｲ       

08-07 ﾁｲｻｲ ﾁｯｸｲ   K2:誘導 

08-08 ﾁｯﾁｬｰ ﾁｯﾎﾟｹ ﾁｯｸｲ K4:ｺｽｲ(誘導)､K3:誘導 

08-09 ﾁｲｻｲ ﾁｯｸｲ   ｺｽｲ(身長が低い･気が小さい) 

08-10 ﾁｯｸｲ ﾁｲｻｲ   ｺｽｲ(量が少ない) 

08-11 ﾁｯｸｲ ﾁｲｻｲ   K2:理解語 

08-12 ﾁｯｻｲ       

08-13 ﾁｲｻｲ ﾁｯｸｲ     

08-14 ﾁｲｻｲ ﾁｯﾁｬｲ   K2:昔､ｺｽｲ(気が小さい･内気) 

08-15 ﾁｲｻｲ       

08-16 ﾁｯｸｲ ﾁｲｻｲ     

08-17 ﾁｲｻｲ ﾁｯｸｲ   K2:誘導･昔､ｺｽｲ(昔･身長が低い) 

08-18 ﾁｯｸｲ       

08-19 ﾁｲｻｲ ﾁｯｻｲ ﾁｯｸｲ K3:誘導､ｺｽｲ(身長が低い･けち) 

08-20 ﾁｯｸｲ       

08-21 ﾁｲｻｲ     K1:誘導 

08-22 ﾁｲｻｲ ﾁｯｸｲ     

08-23 ﾁｲｻｲ ﾁｯｸｲ   K2:誘導､ｺｽｲ(がめつい) 

08-24 ﾁｯｸｲ ﾁｲｻｲ   K2:誘導 

08-25 ﾁｯｸｲ     ｺｽｲ(けち) 

08-26 ﾁｯｸｲ       

08-27 ﾁｯｸｲ     ｺｽｲ(ずるがしこい) 

08-28 ﾁｲｻｲ ﾁｯｸｲ   K2:昔､ｺｽｲ(がめつい) 

08-29 ﾁｯｸｲ ﾁﾝﾋﾟｰ     

08-30 ﾁｯｸｲ       

08-31 ﾁｯｸｲ ﾉｹｰ     

08-32 ﾁｲｻｲ ﾉｺｲ   ｺｽｲ(気が小さい) 

08-33 ﾁｯｸｲ     ﾉｺｲ(気が小さいこと)､ｺｽｲ(ずるがしこい) 

08-34 ﾁｲｻｲ ﾇｺｲ ﾁｯｸｲ K3:誘導､ｺｽｲ(ずるがしこい) 

08-35 ﾁｲｻｲ ﾉｹｰ ﾁｯｸｲ K3:誘導､ｺｽｲ(がめつい) 

08-36 ﾉｺｲ ﾁｲｻｲ ﾁｯｸｲ K2:誘導､K3:誘導･今 

08-37 ﾁｯｸｲ     ｺｽｲ(気が小さい) 

08-38 ﾁｲｻｲ ﾁｯｸｲ ﾇｸｲ K3:誘導 

08-39 ﾁｯｸｲ ﾁｲｻｲ   ｺｽｲ(けち) 

08-40 ﾁｯｸｲ       
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08-41 ﾁｯｸｲ ﾁｲｻｲ   ｺｽｲ(けち) 

08-42 ﾁｯｸｲ ﾁｲｻｲ   ｺｽｲ(身長が低い) 

08-43 ﾁｲｻｲ ﾁｯｸｲ ﾁｼｬｰ K3:昔 

08-44 ﾁｰﾁｪｰ       

08-45 ﾁｯｸｲ ﾁｯﾁｬｲ ﾁｯｶｲ K4:ﾁｲｻｲ(理解語) 

08-46 ﾁｲｻｲ     ｺｽｲ(身長が低い) 

09-01 ﾁｲｻｲ     ､(09YKT 北都留､S52('77)･8-11) 

09-02 ﾁｲｻｲ ﾁｯｸｲ   K2:誘導 

09-03 ﾁﾋﾞｰ ﾁｯｸｲ   K2:誘導 

09-04 ﾁｯﾁｬｲ ﾁｲｻｲ ﾁｯｸｲ   

09-05 ﾁｲｻｲ ﾁｯﾁｬｲ ﾁｯｸｲ K3:誘導 

09-06 ﾁｲｻｲ ﾁｯｸｲ   K1･K2:誘導 

09-07 ﾁｲｻｲ       

09-08 ﾁｲｻｲ       

09-09 ﾁｲｻｲ       

09-10 ﾁｲｻｲ ﾁｯｸｲ     

09-11 ﾁｲｻｲ ﾁｯﾁｬｲ ﾁｯｸｲ K3:誘導 

09-12 ﾁｯﾁｪｰ ﾁｯｸｲ ﾁｲｻｲ   

09-13 ﾁｯﾁｪｰ ﾁｯｸｲ     

09-14 ﾁｲｻｲ ﾁｯｸｲ     

09-15 ﾁｲｻｲ ﾁｯｸｲ   
K2:誘導､ｺｽｲは出来の悪い者(比較して)の意

味に使用 

09-16 ﾁｲｻｲ ﾁｯｺｲ     

09-17 ﾁｲｻｲ       

09-18 ﾁｲｻｲ ﾁｯﾁｬｲ ﾁｯｸｲ K3:誘導 

09-19 ﾁｲｻｲ ﾁｯｸｲ   K2:昔 

09-20 ﾁｯﾁｪｰ ﾁｮﾋﾞ ﾁｲｻｲ K4:ﾁｯｸｲ 

09-21 ﾁｲｻｲ ﾁｯｸｲ   K2:普通 

09-22 ﾁｲｰｾｰ ﾁｲﾁｪｰ ﾁｯｸｲ K3:児童語 

09-23 ﾁｲｻｲ ﾁｯﾁｬｲ   ｺｽｲは性質がけちなこと 

09-24 ﾁｲｻｲ ﾁｯｸｲ   ｺｽｲをけちの意味で使用 

09-25 ﾁｲｻｲ ﾁｯｸｲ   K2:誘導､ｺｽｲをけちの意味で使用 

09-26 ﾁｯｸｲ ﾁｰｻｲ   K2:今 

09-27 ﾁｰｾｰ ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ K3:誘導･少 

09-28 ﾁｲｻｲ ﾁｯﾁｪ ﾁｯｸｲ K4:ｺﾏｲ､K3:誘導､ｺｽｲを横着の意味で使用 

09-29 ﾁｲｻｲ       

09-30 ﾁｲｻｲ ﾁｲｾｰ     

09-31 ﾁｲｻｲ ﾁｯﾁｬｲ ﾁｯｸｲ K3:昔､ｺｽｲはけちけちする人のこと 

09-32 ﾁｲｾｰ     K1:奥さん 

09-33 ﾁｯｸｲ     
ｺｽｲは子供の背丈が普通より低い時にも使

用 

09-34 ﾁｯｸｲ ﾁｲｻｲ   ｺｽｲを少量の意味で使用 

09-35 ﾁｯｾｰ ﾁｯｸｲ   ｺｽｲをケチの意味で使用 

09-36 ﾁｲｻｲ     ｺｽｲを人の性質について使用 

09-37 ﾁｲｾｪ ﾁｲｻｲ ﾁｯｸｲ K3:誘導 

09-38 ﾁｲｻｲ       

09-39 ﾁｲｻｲ ﾁｯｸｲ   K2:誘導 

09-40 ﾁｲｻｲ ﾁｯｸｲ   K2:誘導 

09-41 ﾁｲｾｲ ﾁｯｸｲ     

09-42 ﾁｲｼﾔｰ     K1:[ciisijaa] 

09-43 ﾁｲｻｲ       

09-44 ﾁｲｻｲ ﾁｯｸｲ   
K2:昔､ｺｽｲをけちの意味にもまた量が少ない

の意味についても使用 

09-45 ﾁｯｸｲ     
ｺｽｲは狡猾の意味にもまた一升桝の中が少

し足りないことの意味にも使用 

09-46 ﾁｲｻｲ ﾁｰｼｪｲ     

09-47 ﾁｯｸｲ ﾁｲｻｲ   K2:誘導･理解語､ｺｽｲを少いの意味で使用 

09-48 ﾁｲｻｲ ﾁｯｸｲ     

09-49 ﾁｲｻｲ ﾁｰｼｬｰ ﾁｯｸｲ ｺｽｲをスケナイ(足りない)の意味で使用 

09-50 ﾁｲｻｲ     K1:誘導 

09-51 ﾁｲｻｲ ﾁｯｸｲ   K2:誘導 

09-52 ﾁｲｻｲ ﾁｯｸｲ   K2:誘導 

09-53 ﾁｲｻｲ ﾁｯｸｲ   K2:誘導 

09-54 ﾁｲｻｲ     ｺｽｲをけちの意味で使用 

09-55 ﾁｲｻｲ ﾁｯｸｲ   K2:奥さん･ﾁｯｸｲｺﾄﾞﾓ 

09-56 ﾁｲｻｲ       

09-57 ﾁｲｻｲ       

09-58 ﾁｲｻｲ ﾁﾝﾋﾞｰ ﾁｯｸｲ K3:誘導､ｺｽｲを気が小さいの意味に使用 

09-59 ﾁｲｻｲ       
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09-60 ﾁｰｻｲ       

09-61 ﾁｲｻｲ       

09-62 ﾁｲｻｲ       

09-63 ﾁｲｻｲ ﾁｯｸｲ   K2:誘導･昔 

09-64 ﾁｰｼｬｰ     ｺｽｲはけちのこと 

09-65 ﾁｲｻｲ       

09-66 ﾁﾋﾞ ﾁｯｸｲ   K2:誘導 

09-67 ﾁｰｼｬｰ       

09-68 ﾁｲｻｲ     ｺｽｲはｽｹﾅｬｰ(少い)の意味で使用 

09-69 ﾁｲｻｲ     ｺｽｲを人の性質について使用 

09-70 ﾁｲｻｲ ﾁｯｸｲ   K1:多､K2:誘導 

09-71 ﾁｯｸｲ ﾁｲｻｲ   ｺｽｲを少量の意味で使用 

09-72 ﾁｲｻｲ ﾁｯｸｲ   
ｺｽｲをけちの意味にもまた性質はかたすぎる

の意味にも使用 

09-73 ﾁｯｷｰ ﾁｯｸｲ ﾁｲｻｲ K3:理解語 

09-74 ﾁｯｸｲ       

09-75 ﾁｰｻｲ       

10-01 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ   K1:誘導､(10YHY 東山・東八､S53('78).8-10) 

10-02 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ ﾇｯｺｲ K2･K3:誘導 

10-03 ﾁｰｻｲ ﾇｯｺｲ     

10-04 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ ｺｽｲ K4:ﾉｯｺｲ､K3:誘導 

10-05 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ   K2:背丈についていう､ｺｽｲはけちの意 

10-06 ﾁｯｻｲ     ｺｽｲはずるい性格をいう 

10-07 ﾁｯｸｲ ﾁｯﾁｬｲ ﾁﾝﾋﾞｰ 
K4:ﾇｺｲ(子供や物についていう)､ｺｽｲは物を

惜しむ意 

10-08 ﾁｯｸｲ ﾇｺｲ     

10-09 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ     

10-10 ﾁｯｸｲ ﾁｰｻｲ     

10-11 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ ﾇｺｲ K4:ﾁｯｺｲ､ｺｽｲはけちのこと 

10-12 ﾁｯｸｲ ﾇｺｲ   
K2:量・形についていう､ｺｽｲは少々足りないと

きにいう･ﾁｮｯﾄｺｽｲﾅｰ 

10-13 ﾁｯｸｲ ﾇｺｲ   K2:昔･背の低いこと､ｺｽｲはずるいこと 

10-14 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ ﾇｺｲ   

10-15 ﾁｯｸｲ ﾁｰｻｲ ﾁｯﾁｬｲ K4:ﾇｺｲ(誘導･狭いこと) 

10-16 ﾁｯﾁｬｲ       

10-17 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ   K1･K2:奥さん 

10-18 ﾁﾝﾋﾞｰ ﾁｯｸｲ ﾇｺｲ K3:体が小さい､ｺｽｲはけちなこと 

10-19 ﾁｰｻｲ       

10-20 ﾁｯｸｲ ﾇｺｲ ｺｽｲ K2･K3:誘導､[ﾇｺｲ･ｺｽｲの説明なし] 

10-21 ﾁｰｻｲ ﾁﾝﾋﾞｰ ﾁｯｸｲ K4:ﾇｯｸｲ(昔)､K1:誘導 

10-22 ﾁｯｸｲ ﾁｰｻｲ ﾇｺｲ K3:背についていう､ｺｽｲはけち 

10-23 ﾁｯｸｲ ﾁｯｺｲ ﾇｺｲ 
K3:大きさ･形が小さい･ﾇｺｲ畑､ｺｽｲは量が少

ない 

10-24 ﾁｰｻｲ       

10-25 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ     

10-26 ﾁｰｻｲ ﾇｺｲ ｺｽｲ K1 ｰ K3:誘導､[ﾇｺｲ･ｺｽｲの説明なし] 

10-27 ﾁｯﾁｬｲ       

10-28 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ   K2:誘導､ｺﾏｯｺｲは極小､ﾇｺｲは狭い､ﾇｺｲ畑 

10-29 ﾁｯﾁｬｲ ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ K3:誘導 

10-30 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ     

10-31 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ   K2:誘導･昔 

10-32 ﾁｯｸｲ ﾁｰｾｰ ﾇｺｲ K3:背についていう､ｺｽｲはけちなこと 

10-33 ﾁｯｸｲ ﾁｰｻｲ     

10-34 ﾁｯﾁｬｲ ﾁｯｸｲ ﾇｺｲ K3:背についていう､ｺｽｲは根性の悪いこと 

10-35 ﾁｯｸｲ ｺﾏｯｺｲ ﾁｰｻｲ K4:ﾇｺｲ(誘導) 

10-36 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ     

10-37 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ ｺｽｲ 
K4:ﾉｺｲ(誘導･ものが小さいこと)､K1 ｰ K3:誘

導､K3:量が少ないこと 

10-38 ﾁｯｸｲ ｺｽｲ   K2:背についていう 

10-39 ﾁｯｸｲ ﾁｰｻｲ   K2:誘導 

10-40 ﾁｯｸｲ ﾉｺｲ   K1･K2:誘導､[ﾉｺｲの説明無し] 

10-41 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ     

10-42 ﾁｯｸｲ ﾁｯｻｲ     

10-43 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ   K2:誘導 

10-44 ﾁｯｸｲ ﾇｺｲ   K2:物の形が小さいこと 

10-45 ﾁｯｸｲ ｺﾏｲ   K2:小さい意味 

10-46 ﾁｰｻｲ       

10-47 ﾁｯｸｲ ﾁｰｻｲ     

10-48 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ     

10-49 ﾁｯｸｲ       
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10-50 ﾁｯｸｲ       

10-51 ﾁｯｸｲ       

10-52 ﾁｯｸｲ ﾇｺｲ     

10-53 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ ｺｽｲ K3:やや小さい 

10-54 ﾁｯｸｲ       

10-55 ﾁｯｸｲ       

10-56 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ   ｺｽｲは升で量ったときに少ないことをいう 

10-57 ﾁｰｻｲ ﾇｺｲ ﾁﾝﾋﾞｰ K4:ﾁｯｸｲ(誘導) 

10-58 ﾁｯｸｲ       

10-59 ﾁｯｸｲ ﾁｯﾁｬｲ     

10-60 ﾁｯｸｲ       

10-61 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ     

10-62 ﾁｯｸｲ       

10-63 ﾁｰｻｲ       

10-64 ﾁｯｸｲ       

10-65 ﾁｯｸｲ       

10-66 ﾁｯｸｲ ﾁｰｻｲ     

10-67 ﾁｯｸｲ ﾁｮｯｺｲ ﾇｺｲ 
K3:形についてﾁｯｸｲこと､ｺｽｲはかたい･けち

なこと 

10-68 ﾁｯｸｲ ﾁｰｻｲ ﾇｺｲ K3:誘導･小さいこと 

10-69 ﾁｯｸｲ ﾁｰｻｲ     

10-70 ﾁｯｸｲ ﾁﾝﾋﾞｰ     

10-71 ﾁﾝﾋﾞｰ ﾁｯｸｲ ｺﾏｲ   

10-72 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ ｺｽｲ 

K3:小さいこと･ずるいことの両方に使う､ﾇｯｺ

ｲ･ﾇｺｲは量･形(品物･子供など)について小さ

いことをいう 

10-73 ﾁｯｸｲ ﾁｰｻｲ ﾇｺｲ 
K4:ｺｽｲ､K5:ｺﾏｲ､K3･K4:昔小さいことをいっ

た･今はいわない､K4:今はけちの意味 

10-74 ﾁｯｸｲ ﾇｺｲ   
K2:昔形についていった･ｴﾝﾋﾟﾂｶﾞﾇｺｸﾅｯﾀ､ｺｽ

ｲはけち･かたい性格をいう 

10-75 ﾁｯｸｲ ﾇｺｲ     

10-76 ﾁｯｸｲ ﾁｰｾｰ     

10-77 ﾁﾝﾋﾞｰ ﾁｯｸｲ     

10-78 ﾁｯｸｲ ﾁｰｻｲ   K2:正しい､ｺｽｲはけち･ずるいの意 

10-79 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ   ｺｽｲはずるいの意 

10-80 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ   ｺｽｲはずるいの意 

10-81 ﾁｯｸｲ ﾁｰｻｲ ﾇｺｲ K3:小さいこと､ｺｽｲはけちなこと 

10-82 ﾁｯｸｲ ﾁｰｻｲ     

10-83 ﾁｯｸｲ ﾁｰｻｲ ﾇｺｲ 
K4:ｺｽｲ､K3:誘導､K3･K4:ﾁｯｸｲこと･今でもい

う､K4:けちなこともいう 

10-84 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ ﾇｺｲ K2･K3:誘導 

10-85 ﾁｯｸｲ ﾇｺｲ     

10-86 ﾇｺｲ ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ   

10-87 ﾁｯｸｲ ﾁｰｻｲ   ｺｽｲは大きさでなく量の少ないこと 

10-88 ﾁｯｸｲ ﾁｰｻｲ ﾁﾝﾋﾞｰ K1･K2:誘導 

10-89 ﾁｯｸｲ ﾁﾝﾋﾞｰ ｺﾏｲ 
ﾇｺｲは子供の小さいのをいう､ｺｽｲはけちなこ

と 

10-90 ﾁｯﾁｬｲ ﾁｯﾎﾟｹ     

10-91 ﾁｯｸｲ       

10-92 ﾁｯｸｲ ﾁｰｻｲ   K2:誘導 

10-93 ﾁｯｸｲ       

11-01 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ   ､(11YKK 北･中巨摩･甲府､S54('79).7-11) 

11-02 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ     

11-03 ﾁｯｸｲ       

11-04 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ     

11-05 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ   K2:誘導 

11-06 ﾁｰｾｰ ﾁｯｸｲ     

11-07 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ ｺｽｲ K3:子供の背丈に対していう､K2･K3:誘導 

11-08 ﾁｯｸｲ ﾁｯｻｲ     

11-09 ﾁｯｸｲ ﾁｰｻｲ ﾁｯﾁｬｲ 
K4:ｺｽｲ(体の小さいこと)､K2･K4:誘導､K3:奥さ

ん 

11-10 ﾁｯｸｲ ﾁｰｻｲ ﾉｺｲ K4:ｺｽｲ､K3･K4:誘導 

11-11 ﾁｰｾｰ ﾁｯｸｲ     

11-12 ﾁｯｸｲ ﾁｰｻｲ ﾉｺｲ K4:ﾁﾝﾋﾞｰ､K3:誘導･昔 

11-13 ﾁｯｸｲ       

11-14 ﾁｯｸｲ ﾉｯｺｲ     

11-15 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ     

11-16 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ   K2:誘導 

11-17 ﾁｯｸｲ ﾁｰｻｲ ﾇｺｲ K4:ｺｽｲ 

11-18 ﾁｯｸｲ       
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11-19 ﾁｯｸｲ ﾁｰｻｲ   K1:古､K2:新 

11-20 ﾁｯｸｲ ﾁｰｻｲ ﾁﾝﾋﾞｰ   

11-21 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ   K1･K2:誘導 

11-22 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ   K2:誘導 

11-23 ﾁｯｸｲ ﾁｰｻｲ ﾇｺｲ K4:ｺｽｲ(量が少ないこと) 

11-24 ﾁｯｸｲ       

11-25 ﾁｯｸｲ ﾇｺｲ ｺｽｲ   

11-26 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ     

11-27 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ     

11-28 ﾁｯｸｲ ﾁｰﾁｬｲ ｺｽｲ K3:年齢の小さいこと､K2:児童語 

11-29 ﾇｺｲ ﾁｰｻｲ     

11-30 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ ｺｽｲ K2:多 

11-31 ﾁｰｻｲ ﾁｯｾｰ     

11-32 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ ﾇｺｲ   

11-33 ﾁｯﾁｬｲ ﾁｯｸｲ ｺﾏｲ K4:ﾁｰｻｲ(誘導) 

11-34 ﾉｺｲ ﾁｯｸｲ     

11-35 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ ﾇｺｲ K2:多 

11-36 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ     

11-37 ﾁｯﾁｬｲ ﾁｯｸｲ   K2:誘導 

11-38 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ   K2:多 

11-39 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ ﾇｺｲ K4:ｺｽｲ(小さい人のこと)､K2:誘導 

11-40 ﾁｰﾁｬｲ ﾁｯｸｲ     

11-41 ﾁｯｸｲ ﾉｺｲ     

11-42 ﾁｯｸｲ ｺｽｲ     

11-43 ﾁｯｸｲ ﾁｰｻｲ   K2:誘導 

11-44 ﾁｯｸｲ       

11-45 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ   K2:誘導 

11-46 ﾁｯｸｲ ﾁﾝﾋﾞｰ ﾁｯﾌﾟｲ   

11-47 ﾁｯｸｲ ﾁｰｻｲ ﾉｺｲ K3:誘導 

11-48 ﾁｯｸｲ ﾁｰｻｲ   K2:誘導 

11-49 ﾁｯｸｲ ﾉｺｲ   K2:誘導 

11-50 ﾁｯｸｲ ﾁｰｻｲ ﾉｺｲ   

11-51 ﾁｯｸｲ       

11-52 ﾇｺｲ ﾁｯｸｲ     

11-53 ﾁｯﾁｬｲ ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ   

11-54 ﾁｯｸｲ ﾇｺｲ ｺﾝﾒｰ   

11-55 ﾁｯｸｲ ﾁｰｻｲ   K1:昔 

11-56 ﾁｯｸｲ ﾁｰｻｲ     

11-57 ﾇｺｲ ﾁｯｸｲ     

11-58 ﾁｯｸｲ       

11-59 ﾇｺｲ ﾁｯｸｲ ﾁｰｻｲ K4:ﾁﾋﾞｯｺｲ､K1:人間の体に対していう 

11-60 ﾁｯｸｲ ﾉｺｲ   K2:誘導･昔 

11-61 ﾁｯｸｲ ﾁｯｻｲ ﾁｯｸｲ   

11-62 ﾁｰｻｲ ﾁｰｹｰ     

11-63 ﾁｯｸｲ ﾇｺｲ   K2:昔 

11-64 ﾁｯｸｲ ﾉｺｲ ｺｽｲ   

11-65 ﾇｺｲ ﾁｯｸｲ   K1:多 

11-66 ﾁｯｸｲ ﾇｺｲ     

11-67 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ ﾇｸｲ   

11-68 ﾁｯｸｲ       

11-69 ﾁｰｻｲ ﾇｺｲ     

11-70 ｺﾏｯｺｲ ﾁｰｻｲ ﾇｯｺｲ   

11-71 ﾁｯｸｲ ﾇｺｲ   K2:誘導･昔 

11-72 ﾁｯｸｲ       

11-73 ﾁｯｸｲ ﾇｺｲ   K2:誘導 

11-74 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ ﾇｺｲ   

11-75 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ     

11-76 ﾁｯｸｲ ﾁｰｻｲ ﾇｺｲ K3:誘導 

11-77 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ   K2:古 

11-78 ﾁｯｸｲ ｺｽｲ   K2:奥さん 

11-79 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ ﾇｺｲ K4:ｺｽｲ､K2:誘導､K3･K4:誘導･昔 

11-80 ﾁｯｻｲ ﾁｯｸｲ     

11-81 ﾁｯｸｲ       

11-82 ﾁｯﾁｬｲ ﾁｯｸｲ     

11-83 ﾁｯｸｲ ｺｽｲ   K2:誘導 

11-84 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ   K2:誘導･娘 

11-85 ﾁｯｸｲ ﾉｺｲ     

11-86 ﾁｰｻｲ       
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11-87 ﾁｯｸｲ ﾁｰｻｲ ﾇｺｲ K1･K3:昔､K3:誘導 

11-88 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ ﾁﾝﾋﾞﾘｰ   

11-89 ﾁｯﾁｬｲ ﾁｯｸｲ   K2:奥さん 

11-90 ﾁｯｸｲ       

11-91 ﾁｯｸｲ ﾁｰｻｲ ﾁﾝﾋﾞｰ   

11-92 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ     

11-93 ﾁｯｸｲ ﾁｰｻｲ   K2:誘導 

11-94 ﾁｯｸｲ ｺﾝﾋﾞｰ     

11-95 ﾁｯｸｲ       

11-96 ﾁｯｸｲ       

11-97 ﾁｰｻｲ     K1:誘導 

11-98 ﾁｯｸｲ ﾁｯﾁｬｲ ﾁｰｻｲ   

11-99 ﾁｯｸｲ ﾁｰｻｲ     

11-100 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ   K2:誘導 

11-101 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ     

11-102 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ ﾇｺｲ K3:誘導 

11-103 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ   K2:昔 

11-104 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ   K2:多 

12-01 ﾇｺｲ     ､(12YHW 早川(再)､S55('80)-57) 

12-02 ﾁｯｸﾘ ｺｽｲ   
K2:気の小さいこと･ずるい事をいう場合もあ

る 

12-03 ﾉｺｲ ﾇｺｲ   K1:誘導･古 

12-04 ﾁｯｻｲ ｺｽｲ ﾇｺｲ   

12-05 ﾁｯｻｲ ﾁｯｸｲ ﾉｺｲ K4:ｺｽｲ(気が小さいことをいう場合がある) 

12-06 ﾁｯｻｲ ｺｽｲ   K2:誘導 

12-07 ｺｽｲ       

12-08 ﾁｯｻｲ ﾁｯｸｲ ｺｽｲ K3:誘導･気が小さいことをいう場合がある 

12-09 ﾁｯｸｲ ﾁｯｻｲ ｺｽｲ K3:誘導･古 

12-10 ﾉｺｲ ｺｽｲ   K1･K2:誘導･気が小さいことをいう場合がある 

12-11 ﾁｯｸｲ ﾉｺｲ ｺｽｲ K2･K3:誘導 

12-12 ﾁｯｸｲ ｺｽｲ   K2:誘導 

12-13 ﾁｯｻｲ ｺｽｲ     

12-14 ﾁｯｻｲ ｺｽｲ   K1･K2:誘導 

12-15 ｺｽｲ ﾁｯｸｲ   K1･K2:誘導､K1:ずるい事をいう場合もある 

12-16 ﾁｯｻｲ ﾁｯｸｲ ﾉｺｲ 
K4:ｺｽｲ､K3･K4:気が小さいことをいう場合が

ある､K2-K4:誘導､K2:古 

12-17 ﾁｯｸｲ ｺｽｲ   K2:誘導 

12-18 ﾁｯｸﾘｲ ｺｽｲ   K2:誘導･気が小さいことをいう場合がある 

12-19 ﾁｯｻｲ ｺｽｲ   K2:小さい人のことをいう場合もある 

12-20 ﾁｯｻｲ ﾉｺｲ ｺｽｲ K3:小さい人のことをいう場合もある 

12-21 ﾁｯｸｲ ﾉｺｲ   K2:誘導･古 

12-22 ﾁｯｻｲ ｺｽｲ   K2:誘導･小さい人のことをいう場合もある 

12-23 ﾁｯｸｲ ｺｽｲ   K2:誘導･子供のことをいう場合もある 

12-24 ﾁｯｸｲ ｺｽｲ   K2:子供のことをいう場合もある･ｺｽｲｺﾄﾞﾓ 

12-25 ﾁｯｸｲ     ｺｽｲは気が小さいことをいう 

12-26 ﾁｯｸｲ ﾁｯｻｲ ｺｽｲ 
K3:古･気が小さいことやずるい事をいう場合

がある 

12-27 ｺｽｲ     K1:気が小さいことをいう場合がある 

12-28 ﾁｯｸｲ       

12-29 ﾁｯｸｲ ｺｽｲ   
K1･K2:誘導､K2:気が小さいことをいう場合が

ある 

12-30 ｺｽｲ ﾁｯｸｲ ﾁｯｻｲ K1:気が小さいことをいう場合がある 

12-31 ﾁｯｸｲ ﾉｺｲ ｺｽｲ K2･K3:誘導 

12-32 ﾁｯｻｲ ｺｽｲ   K2:誘導 

12-33 ｺｽｲ       

12-34 ｺｽｲ ﾁｯｸｲ     

12-35 ﾁｯｻｲ       

12-36 ﾁｯｸﾅｲ ｺｽｲ ﾁｯｻｲ 
K4:ﾇｺｲ､K2:誘導･気が小さいことをいう場合

がある 

12-37 ｺｽｲ ﾁｯｻｲ ﾁｯｸｲ K3:誘導 

12-38 N       

12-39 ﾁｯｻｲ ﾁｯｸｲ ｺｽｲ K3:誘導･気が小さいことをいう場合がある 

12-40 ﾁｯｸｲ ｺｽｲ ﾁｯｻｲ 
K2:気が小さいことやずるい事をいう場合があ

る 

12-41 ｺｽｲ ﾁｯｸﾘ     

12-42 ﾁｯｸｲ ﾁｯｻｲ ｺｽｲ K1･K2:誘導､K3:大きさと分量の小さいこと 

13-01 ﾁｰｻｲ ﾇｺｲ   ､(13YNY 西八代､S50('75).8) 

13-02 ﾁｰｻｲ ｺｽｲ     

13-03 ﾁｯｸｲ ﾁｰｻｲ     



10 

 

13-04 ﾁｰｻｲ       

13-05 ﾁｯｸｲ ﾁｰｿｲ     

13-06 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ     

13-07 ﾁｰｾｪ ﾁｯｸｲ     

13-08 ﾁｰｾｰ       

13-09 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ     

13-10 ﾁｰｻｲ       

13-11 ﾁｰｻｲ       

13-12 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ     

13-13 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ ﾁﾝﾋﾞｰ   

13-14 ﾇｺｲ       

13-15 調査不備       

13-16 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸﾘｰ     

13-17 ﾁﾋﾞ ﾁｯｸｲ     

13-18 ﾁｯｸｲ       

13-19 ﾁｯｸｲ       

13-20 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ   K2:誘導 

13-21 ﾁｯｸｲ ﾁｰｻｲ ﾇｺｲ K3:誘導 

13-22 ﾁｯｸｲ ﾁｰｻｲ ﾇｺｲ K3:誘導 

13-23 ﾁｰｻｲ ﾇｯｺｲ     

13-24 ﾁｯｸﾘｰ       

13-25 ﾇｺｲ ﾁｯｸｲ ﾁﾝﾋﾟｰ   

13-26 ﾁｯｻｲ ﾁｯｸｲ     

13-27 ﾁｯｸｲ ﾁｰｻｲ     

13-28 ﾁｲｾｰ       

13-29 ﾁｯｸｲ       

13-30 ﾁｲｾｰ       

13-31 ﾁｯｸｲ       

13-32 ﾁｯｸｲ       

13-33 ﾁｰｻｲ       

13-34 ﾁｯｸｲ       

13-35 ﾁｯｸｲ ﾇｺｲ   K2:誘導 

13-36 ﾁｯｸｲ ﾁｯｻｲ     

13-37 ﾁｯｸｲ ﾁｰｻｲ ﾇｺｲ K3:誘導･昔 

13-38 ﾁｯｸｲ ｺﾌﾞﾘ   K2:誘導･少し小さい 

13-39 ｺｽｲ ﾁｰｻｲ ﾁﾝﾋﾟｲ   

13-40 ﾁｰｻｲ ｺﾌﾞﾘ   K2:少し小さい 

13-41 ﾁﾝﾋﾟｰ       

13-42 ﾇｺｲ       

13-43 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ ﾇｺｲ K1 ｰ K3:誘導､K3:ﾇｺｲ畑(狭いの意) 

13-44 ﾁｯｸｲ       

13-45 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ ﾁﾝﾋﾟｰ K2･K3:誘導 

13-46 ﾁｯｸｲ ﾇｺｲ     

13-47 ﾁｰｻｲ ﾁｯｸｲ ﾇｺｲ K3:誘導･子供などの小さいことをいう 

13-48 ﾁｯｸｲ ﾇｺｲ     

13-49 ﾁｰｻｲ ﾁｲｿｲ ﾇｺｲ K3:誘導･ﾇｺｲ畑･ﾇｺｲ子供 

 

(03YMI 身延､S43('68).7) 

項目６８ー２：小さい 

03YMI068H2.TXT 

 稲垣：原表ではﾁｲｻｲとﾁｰｻｲの区別がある（これは果たしてこうなのか、調査簿がないので不明）。 

 地図集では ciisai の１種だけ。 

 故に、この表のﾁｲｻｲ･ﾁｰｻｲはいずれか一つだけの表示でよかろうと思う。 

(05YNK 中巨摩､S46('71).2) 

項目 ６８ー２：小さい 

05YNY068H2.TXT 

 稲垣：３７ｺﾏﾙは絵の○が小さかったので出たのだろう ケス 

(09YKT 北都留､S52('77).8-11) 

YKT061H2.TXT 

稲垣： 地点 09-60 の調査簿にﾁｰｻｬｰ･ﾁｰｻｲ･ﾁｲｻｲの三つあるが、コレ(ﾁｰｻｧｰ[tji:sjae?])ノ発音がわか

らないので、除き、コレ(ﾁｰｻｲ･ﾁｲｻｲ)ヲ チーサイ ヒトツニシテ掲ゲル。 

 

出現語形(出現個所)／全 66 語形(対象は第三答(K3)まで)。＜ｺｼｲ の出現個所は一個所、以下同様＞ 

ｺｼｲ,ｺｽｲ(129),ｺﾌﾞﾘ(3),ｺﾏｯｺｲ(2),ｺﾏｲ(4),ｺﾝﾋﾞｰ,ｺﾝﾒｰ,ﾁｮｯｺｲ,ﾁｮﾋﾞ,ﾁｯｶｲ,ﾁｯｷｰ,ﾁｯｷｲ,ﾁｯｸｲ(486),ﾁｯｸﾅｲ,ﾁｯｸﾘ

(4),ﾁｯｸﾘｰ(8),ﾁｯｸﾘｲ(4),ﾁｯｺｲ(2),ﾁｯｻｲ(34),ﾁｯｾｰ(3),ﾁｯﾁｪ,ﾁｯﾁｪｰ(3),ﾁｯﾁｬｰ(2),ﾁｯﾁｬｲ(29),ﾁｯﾋﾟｲ,ﾁｯﾌﾟｲ,ﾁｯﾎﾟｹ

(2),ﾁｰｹｰ,ﾁｰｻｲ(252),ﾁｰｼｪｲ,ﾁｰｼｬｰ(3),ﾁｰｾｪ,ﾁｰｾｰ(12),ﾁｰｿｲ(2),ﾁｰﾁｪｰ,ﾁｰﾁｬｲ(2),ﾁｲｰｾｰ,ﾁｲｻｲ(121),ﾁｲｼ

ﾔｰ,ﾁｲｾｪ,ﾁｲｾｰ(5),ﾁｲｾｲ,ﾁｲｿｲ,ﾁｲﾁｪｰ,ﾁｲﾁｬｲ(2),ﾁｸｲ(4),ﾁｸﾘ,ﾁｼｬｰ,ﾁｾｰ,ﾁﾋﾞ(3),ﾁﾋﾞｰ,ﾁﾝｸﾘｰ,ﾁﾝﾋﾞｰ(21),ﾁﾝﾋﾞ

ｲ,ﾁﾝﾋﾞﾘｰ,ﾁﾝﾋﾟｰ(8),ﾁﾝﾋﾟｲ,ﾁﾝﾋﾟﾘ,ﾇｯｺｲ(6),ﾇｸｲ(2),ﾇｺｲ(112),ﾉｯｺｲ,ﾉｹｰ(2),ﾉｺｲ(21),ﾔｻｼｲ[,データ不明(24),調査

不備,調査票欠,無回答]. 


