
筆者は『山口県文書館研究紀要』第 39～ 45号において、『防長風土注進案』

の、主として「風俗」の項に記載された内容から、江戸時代後期の人々の生

活ぶりやものの考え方に分け入る作業を進めてきた。本用語集は、その作業

の中で集積した用語を 50 音順に配列し、『紀要』第 46・47 号の用語集と

リンクすることで、検索や考察の便に供しようとするものである。取り上げ

た用語及びその『注進案』における性格については、『紀要』第 46・47 号

の用語集を参照されたい。
分類 1 46 号 47 号

1 支配 〇

2 共同体 〇

3 経済 〇

4 諸職 〇

5 芸能 〇

6 神仏・祭・講 〇

7-1 作物（稲作） 〇

7-2 作物（稲作以外） 〇

8-1 年中行事（年頭） 〇

8-2 年中行事（正月） 〇

8-3 年中行事（2～12月） 〇

8-4 年中行事（その他） 〇

9 衣類 〇

10 飲食 〇

11 生活用具 〇

12 寺子屋 〇

13 生老病死・身体 〇

14 物産 〇

15 動植物・魚介類 〇

16 その他 〇

＜研究ノート＞

『防長風土注進案』「風俗」の項　用語集 50音順索引

金谷匡人

なお、索引中の「分類 1」と掲載号は、

右表のとおりである。
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あ行
読み 用語 分類1 分類2 号

あいこうじん 合荒神 466 神（他）

あいさつ 挨拶 472 音信

あいだま 藍玉 4614 染料

あいび 合火（を禁） 4713 女性

あいもの あいもの 4610 魚介・磯物

あいら あいら 4615 草花

あえもの 和へもの 4610 料理・具

あおうじ 青うぢ 4615 虫

あおたごきとう 青田（御）祈祷 477-1 虫送り

あおなえいわい 青苗祝 477-1 苗代

あかあずき 赤小豆 477-2 豆

あかまめ 赤豆 477-2 豆

あがりび 上り日 4612 寺子屋

あきあがり 秋上り 477-1 稲刈り

あきおんな 秋女 477-1 稲刈り

あきないはじめ 商ひ初 478-2 商初

あきばこう 秋葉、-講、-権現 466 修験

あきぶるまい 秋振廻 472 互助

あきへすりぬくひ 秋へすりぬく日、-すか
ぬく日

478-3 夏越

あきまつり、-もうし 秋祭、-申、-告 466 神祭（申し）

あきんど、しょうにん 商人 464 商

あくまい 悪米 4610 豆・穀物

あげつみ 上ケ積 464 海運

あげほうじ 揚法事、上-、上ケ-、揚
ケ-

4713 法事等

あげや 揚屋、揚ケ茶屋 464 客商売

あさ、お 麻、苧 4614 繊維類

あさ、-ぬの、-かみしも麻、-布、-上下 469 布

あさいわい 朝祝、朝いわひ 478-1 年始飲食

あさうえ 朝植 477-1 田植え

あさづくり 朝作り（並朔） 478-3 一日正月

あさづくり 朝作り（八朔） 478-3 八朔

あさばらえ 麻祓 478-3 さばらい

あさゆうにしょく （朝夕二食） 478-1 年始飲食

あじ、あじご 鯵、鯵子 4615 魚

あじうり 味瓜 477-2 他作物

あしぜん 足膳 4611 飲食具

あじろ 網代 464 漁業

あずき 小豆 477-2 豆

あずきがゆ 小豆粥 4610 米・飯

あずきめし 小豆飯 4610 米・飯

あそびび 遊日 4713 休養

あづきもち 小豆餅 4610 餅

あっきよけ 悪気除（屠蘇） 478-1 年始飲食

あぶら 油 4610 調味料

あぶらあげ 油揚、油あけ 4610 料理・具

あぶらかす 油かす、-粕 477-2 金肥

あぶらだま 油玉 477-2 金肥

あま 海女、海士、海人、蜑人 464 漁業

あまごい 雨乞、雩、-踊 477-1 祈

あまざけ 甘酒・一夜酒・醴酒 4610 酒

あまちゃ 甘茶、甜茶 478-3 灌仏会

あまのつつ あまの筒 478-2 漁初

あみ 網 464 漁業

あみおろしまつり 網卸（御）祭 466 神祭（海）

あみがしら 網頭 464 漁業

あみご、あご 網子（網） 464 漁業

あみし 網師 464 漁業

あみしょうばい 網商売 464 漁業

あみすき 網漉、延網漉 464 漁業

あみなわ 網縄 4614 縄類

あみりょう 網漁 464 漁業

あやつり あやつり、偶人操り、木
偶、傀儡、地操

465 芸能

あゆ 年魚、鮎 4615 川魚

あらいあげばあ 洗あけ姥 4713 誕生

あらもの 荒物、荒もの 4611 他

あわ 粟 477-2 雑穀

あわせ 袷 469 日常着

あわび 蚫 4615 貝

い 藺 4615 草花

いえなみ 家並 4616 交通

いえのこ 家子 461 使用人

いえふしん 家普請 4713 家建

いえみせ 家見せ 4713 婚

いか 烏賊 4615 烏賊蛸

いかなごりょう イカナゴ漁 464 漁業

いきみたま 生身魂（之式） 478-3 盆

いけばな 活花 466 祭り

いごや 居固屋 4616 家作

いし、じげい 医師、地下医 464 医

いしぐみ 石組 464 職人

いしばい 石灰 4614 炭・灰

いせ 伊勢 466 神（他）

いそくさ 礒草 477-2 草木肥

いそもの、-さかな 礒もの、礒物、礒肴 4610 魚介・磯物

いち 市 463 市・店

いちえびす 市戎 463 市・店

いちご 覆盆子 477-2 他作物

いちだて 市立 463 市・店

いちにちうえ 一日植・壱日- 477-1 田植え

いちねんのなか 一年の中 478-3 盆

いちのとうどり 市の頭取 463 市・店

いちばんうち 壱番打 477-2 麦作

いちばんだいこ 一番太鼓・二番太鼓 478-1 年始

いちび 市日 463 市・店

いちょうだいこん いてう（銀杏）大根 4610 料理・具

いつくしまさい、-ようは
い

厳島祭、厳嶋（宮嶋）遙
拝

466 神祭（海）

いっこうしゅう 一向宗 466 仏（真宗）

いっしゅぬすむ 一種盗（む） 4713 婚

いっとく 壱徳（酒） 4713 婚

いど 井戸、井（の水替え） 478-3 井戸替え

いとぐるま 糸車 464 綿・絹



いなば 稲葉（で牛を洗う） 478-3 さばらい

いなむしばらえ 蝗虫祓 477-1 虫送り

いなり 稲荷 466 神（他）

いぬがみ 犬神 4616 怪異

いぬき いぬき 4610 他

いねがみ 稲神 477-1 祈

いねかりしまい 稲刈仕廻 477-1 稲刈り

いねこきしまい 稲こき仕廻 477-1 混納

いねこきぞめ 稲扱初 478-2 農初

いねこきやとい 稲こき雇ひ 477-1 混納

いのがみ いの神 478-3 いのこ

いのこ 亥の子、亥ノ子、亥のこ、
玄猪、猪玄、猪ノ子、い
のこ

478-3 いのこ

いのしし 猪・-槍・-の耳 4615 他

いふうのおどり 異風之踊 465 踊

いみあけ 忌明（誕生） 4713 誕生

いみあけ 忌明（葬） 4713 法事等

いも 芋 477-2 芋

いもち いもち 477-1 その他

いもめいげつ 芋名月 478-3 芋名月

いりこ 煎海鼠 4614 魚介

いりさく 入作 477-1 その他

いりまめ 炒豆、いり- 478-4 節分

いりものちゃ いりもの茶 4610 茶

いわい 祝、祝い、いわひ、いわ
ゐ（餅）

478-1 年始飾

いわいぎ 祝木 478-2 祝木

いわいのこげ 祝ひのこげ 478-2 とんど

いわいもち 祝餅、いわい餅 478-1 年始飾

いわし 鰯、鰮、いわし 4615 魚

いわしあみ 鰯網、鰯アミ 464 漁業

いわとのまい 岩戸の舞 465 踊

いんしときのけ、-とき
はらい

淫祀解除、-解払 461 宗教

いんしん 音信 472 音信

いんもつ 音物 472 音信

うえあがり 植上り 477-1 田植え

うえじまい 植仕舞、-仕廻、-仕まひ 477-1 田植え

うえぞめ（しょうがつ） 植初（正月） 478-2 農初

うえぞめ（たうえ） 植初（田植） 477-1 田植え

うえつけ 植付、植附 477-1 田植え

うえみて 植満、うへ満 477-1 田植え

うえみてとどけ 植満届 477-1 田植え

うおじる、うおごえ 魚汁、魚洗汁、魚わた、
魚肥

477-2 魚肥

うおせり 魚せり場、-問や 464 魚

うおどんや 魚問屋 464 魚

うけあいすき 請合漉 464 紙

うけじょう 受状、請状 461 制法

うけひき 請曳（集金） 463 決算等

うし 牛 4615 牛馬

うしあずけ 牛預け 4615 牛馬

うしいち 牛市 463 市・店

うしかぐら 牛神楽 466 神祭（他）

うしのかみ 牛の神 466 神（他）

うしのぎおん 牛之祇園 478-3 牛の祇園

うしのせっく 牛の節句 478-3 さばらい

うしのつな 牛の綱、牛之綱 4615 牛馬

うしのてま 牛の手間 477-1 代掻き

うしのどろおとし 牛の泥落 478-3 さばらい

うじのほたるがっせん 宇治の蛍合戦 478-3 柱松

うしのるいびょう 牛の類病 4615 牛馬

うしひきつな 牛牽網 4611 藁

うしまつり 牛祭、牛神楽 466 神祭（他）

うしをはしらす 牛を走らす 478-2 農初

うす 臼、搗（突）- 4611 他

うすち 薄地 4616 土地

うすひき、-うた 臼挽、-歌 477-1 混納

うすひきうた 臼引歌 465 歌

うた 歌（含和歌） 465 歌

うたい 謡 465 芸能

うちおけ 打桶 4713 死

うちぞめ 打初（畑） 478-2 畑作

うちぞめ 打初（農業） 478-2 農初

うちぞめ 打初（矢） 478-2 職初

うちにわ 内庭 4616 家作

うちはらえ 打祓 466 祈祷・祓

うちはらえ 内祓 466 祈祷・祓

うちまめ 打豆 478-4 節分

うちわ 団扇 4611 他

うとく 有徳 463 他

うどん 饂飩、干しうどん 4610 料理・具

うねさらえ うね浚え 477-2 麦作

うば 姥 4713 誕生

うぶがみ 産神、土産神、生産神 466 神（氏神）

うぶがみ うふ髪、初-（を剃） 4713 誕生

うぶがみもうで 産神詣 466 神（社参）

うぶすな 産砂 466 神（氏神）

うぶだんご 生団子 4713 誕生

うまがた 馬形 477-1 虫送り

うまつな 馬綱 4611 藁

うまとさんけい （馬と参詣） 478-2 農初

うまのいわい 馬の祝い1/11 478-2 農初

うまのくつ 馬の沓 4614 縄類

うまのつの、ばかく 馬（の）角 4615 牛馬

うまれご 生子 4713 誕生

うみこやし 海こやし 477-2 草木肥

うめちゃ 梅茶 478-1 年始飲食

うめゆ 梅湯 478-1 年始飲食

うらじろ 裏白 478-1 年始飾

うらてのしょうがつ 浦手の正月 478-2 浦手正月

うらない 占（大漁） 478-2 漁初

うらない（せいう） 占（晴雨） 478-2 農初

うらない（ほうきょう） 占（豊凶） 478-2 農初

うらほう 浦法 461 制法

うらぼん 盂蘭盆 478-3 盆

うり 瓜 477-2 他作物



うりかけぎん 売掛銀 463 決算等

うりき 売木 4614 木材

うるし 漆 4615 樹木

うれい 愁 4713 死

うわに 上荷、-乗、-船、-働 464 海運

うんか 蝗 477-1 虫送り

うんじょう、-ぎん 運上、-銀、-帳 461 貢租

え、えごま 荏 477-2 他作物

えいか 詠歌 466 仏（禅宗）

えいさぶし エイサぶし 465 歌

えいたいきょう 永代経 466 仏（他）

えき、-ば 駅、駅場 4616 交通

えきだ 浴田 477-1 田

えきれい 疫癘 4713 病

えこう 廻向 466 仏（他）

えしゃく 会釈 472 音信

えぞう 絵像 466 仏（他）

えだがき 枝柿 4610 果物・野菜

えだまめ 枝豆 477-2 豆

えっしじゅく 越氏塾 4612 その他

えつねんのしたく 越年之支度 478-3 迎年用意

えびす 蛭子、戎、胡、恵比須、
恵美須、恵美寿

466 エビス

えびすうた 蛭子歌 465 歌

えびすこう 蛭子講、恵美須講、恵美
寿講

466 エビス

えびすだいこく 蛭子大黒、夷大黒 466 エビス

えびすまい 恵比須舞 465 踊

えびすまつり 蛭子祭、胡-、戎- 466 エビス

えほう、えほうだな 恵方、恵方棚 478-1 年始飾

えよお エヨヲ（母） 4616 方言･用語

えんこう 猿猴 4615 他

えんだん 縁談 4713 婚

えんどう 豌豆 477-2 豆

えんにち 縁日 466 仏（他）

えんのぎょうじゃ 役（之）行者 466 修験

おいこともち おいこと餅 4610 餅

おいまわし 追廻シ（浜子） 464 塩浜

おいみ 御忌（会） 466 仏（浄土宗）

おいわいつむ 御祝つむ（休息） 478-1 年始

おう 負う 4713 運搬

おうかん 往還 4616 交通

おうぎぐるま 扇車 4611 農具

おうばん 黄幡 466 神（他）

おうらいてがた 往来（御）手形 4616 交通

おおうた 大歌 477-1 田植え

おおうちけおふなくら 大内家御舟倉 461 船

おおうちわ 大団扇 466 祭り

おおおけ 大桶 4713 死

おおかり おゝかり 477-2 草木肥

おおしきあみりょう 大敷網漁 464 漁業

おおだままつり 大玉祭 466 神祭（海）

おおとしさい 大歳、-祭、大年祭 466 神祭（他）

おおはらえ 大祓 478-3 夏越

おおぶく、おぶく 大福、-茶 478-1 年始飲食

おおみそか 大晦日、大三十日 478-3 歳暮

おおむぎ 大麦 477-2 麦作

おおよりあい 大寄合 472 講組

おかしきうた おかしき歌（田植） 477-1 田植え

おかしきうた おかしき歌（盆踊） 478-3 盆踊

おがら 苧柄 4611 他

おがら（ふね） 麻から（船） 478-3 盆

おきて 掟 461 制法

おくりだんご 送り団子 478-3 盆

おけ 桶（葬） 4713 死

おこう 御講 466 仏（真宗）

おこうぞ 苧楮 4614 紙類

おこしかけ 御腰掛 466 仏（真宗）

おこない 行ひ 478-2 農初

おさんば おさんば 477-1 田植え

おしき 折敷 4611 飲食具

おしなり 御仕成 461 地下役人

おたから 御宝（請）、-を戴 4713 誕生

おためし おためし 478-2 農初

おたるびらき 御樽開 466 修験

おちうど 落人 4616 その他

おちつき 落付 4713 死

おちば 落葉（売） 464 商

おちゃや 御茶屋 461 屋敷

おてかこ 御手舸子 461 役人

おてやまかた 御手山方 461 役人

おとき 御斎 4713 法事等

おとこのきゅうじ （★男の給仕） 478-1 年始飲食

おとなこどものさかい 大人小児之境 4713 元服

おどりぐるま 踊車 466 祭り

おとりこし 御取越、御取こし 466 仏（真宗）

おどりやま 踊山 466 祭り

おに 鬼 478-4 節分

おにこみ お煮込み、御煮濃味 466 仏（真宗）

おにのまめ 鬼の豆 478-4 節分

おぬき 御ぬき 478-3 盆踊

おの 斧 4611 農具

おはけ おはけ 466 神役

おひもとき 御紐解、おひもとき 466 仏（真宗）

おびりょう 帯料 4713 婚

おふくらかし お福らかし（餅） 478-1 年始飲食

おみうけ おみうけ（雨乞） 477-1 祈

おめいこう お命講、御命講 466 仏（日蓮宗）

おめみえ 御目見 461 地下役人

おやざとのれい 親里之礼 472 音信

おやぶん、おやかた 親分、親方 472 講組

おりかけ 折懸ケ 4713 死

おりやね 折屋根 4713 死

おわせがた 男茎形 466 祭り

おん、-きゅう、-まい 恩、-給、-米、功- 461 使用人



か行
読み 用語 分類1 分類2 号

かい 貝 4615 貝

かい 貝、蜷、拾い貝（肥料） 477-2 魚肥

かい、かいひろい 貝（貝拾い） 478-3 三月節句

かいぐい 買食、買喰 461 その他

かいぐさ 飼草 4615 牛馬

かいごえ 買肥、（肥等）買入 477-2 金肥

かいさい 皆済 477-1 皆済

かいさいいわい 皆済（祝） 461 貢租

かいざんき 開山忌 466 仏（他）

かいしょ 会所（馬） 461 役所

かいせん 回船、廻船、-持、-乗 464 海運

かいもち 買餅 4610 餅

かいれい（いし） 廻礼（医師） 478-1 年始廻礼

かいれい（しゃけ） 廻礼（社家） 478-1 年始廻礼

かいれい（そう） 廻礼（僧） 478-1 年始廻礼

かいれい（ちゃやじょ
ちゅう）

廻礼（茶屋女中・湯女） 478-1 年始廻礼

かいれい（ふじん） 廻礼（婦人） 478-1 年始廻礼

かいれい（やまぶし） 廻礼（山伏） 478-1 年始廻礼

かおみせ 顔見せ 4713 婚

かかえおきのだんじょ 抱置之男女 461 使用人

かがみもち 鏡餅 478-1 年始飾

かき 柿 4615 樹木

がきおどり 我鬼踊（餓鬼踊） 465 踊

かきおり かき折 466 祭り

かきぞめ 書初 478-1 年始

かぎもと 鍵元 466 神役

がくおどり 楽踊 465 踊

かくじょう カクジョウ、角常、角定、
鶴声、カクジョー、覚定、
格匠、角丈

465 万歳

かぐら 神楽 465 踊

かけいわし 掛鰮 478-1 年始飾

かけごえ かけごへ 477-2 肥守護

かけだい 懸鯛、掛（小）鯛 478-1 年始飾

かけとり、かけこい 掛取、懸取、掛取引、懸
乞（掛乞）

463 決算等

かこ 舸子、-稼 464 海運

かご 駕籠（葬式） 4616 交通

かさ 笠、菅-、蓑-、こしき- 4611 作業着

かさぎれんが 笠着連歌 465 芸能

かざぐるま 風車 4611 農具

かさほこ 傘鉾 466 祭り

かざりうま 飾り馬 466 祭り

かざりなわ 飾り縄 478-1 年始飾

かさりばな かさり花 466 祭り

かざりやき 飾焼、飾り焼 478-2 とんど

かざりやま 飾り山 466 祭り

かざりをおろす （正月飾をおろす） 478-1 年始飾

かし 菓子 4610 料理・具

がし 画師 464 職人

がし 餓死 4616 災難

かしかご 貸駕籠 4713 死

かしげ かしげ 4611 他

かじしょく、かじや 鍛冶職、-屋 464 職人

かしつけ 貸付、貸附 463 相場

かしや 菓子屋 464 商

かしらびゃくしょう 頭百姓 461 地下役人

かずき 被き、-上着 4713 死

かすじる 粕汁 4610 料理・具

かずのこ 数の子、数のこ、数之
子、数ノ子、数子、かす

478-1 年始飲食

がぜあみ がせ網 464 漁業

かそう 火葬 4713 死

かたぎずみ 樫炭 4614 炭・灰

かたくわ 片くわ 4616 自然･天気

かたこうぶし かたこふぶし 478-3 盆踊

かたしろ （実盛の）かたしろ 477-1 虫送り

かたひでり 片旱 4616 自然･天気

かたびら 帷子 4713 死

かためのさかずき かための盃、堅メの- 4713 婚

かちょう 加調、過調 461 貢租

かつぐ 担ぐ 4713 運搬

かっこん 葛根、かつ根 4610 果物・野菜

かどかざり 門飾、門ト飾 478-1 年始門松

かどびらき 門開き、かとひらき、門ひ
らき、かと開

478-1 年始

かどまつ 門松 478-1 年始門松

かどまついち 門松市 463 市・店

かどまつのしん 門松の真 478-1 年始門松

かどれい 門礼、門と礼 478-1 年始

かないうえ 家内植 477-1 田植え

かないぎとう、や- 家内祈祷、家祈祷 466 祈祷・祓

かなこき かなこき（稲） 4611 農具

かなしみおくり 悲送 4713 死

かなやま かな山 464 職人

かね 鐘、鉦 466 祭り

かね 鉄漿、-親 4713 元服

かひょう 華表 466 神（社参）

かぶ 蕪 477-2 他作物

かぶのあつもの 蕪の羹 4610 料理・具

かぶりぎん 冠銀 463 相場

かぶりもの かむりもの（トヘ） 478-2 とへ

かぼちゃ 南瓜 477-2 他作物

かま 鎌 4611 農具

かま、かまど 竈、竃、釜 4611 飲食具

かまたき 釜焚（浜子） 464 塩浜

かまどがみ 竈神 466 盲僧

かまどせいじょう、かま
どきよめ

竈清浄、竈清メ、釜清メ 466 盲僧

かまどめ 鎌留 461 貢租

かまどめ 鎌留 477-1 混納

かままつり 釜祭（焼物細工人） 478-2 職初

かみうけ （御）紙請 464 紙

かみこうぞ 紙楮 4614 紙類

かみこも 紙こも 4614 紙類

かみしも 上下（裃） 469 晴着



かみしもりょう 上下料 4713 婚

かみしょく 紙職 464 紙

かみすき 紙（を）漉 4614 紙類

かみすきじまい 紙漉仕廻 464 紙

かみそり 剃刀 4713 死

かみだな 神棚 478-1 年始飾

かめ 亀 4615 他

かや 萱、茅 4615 草花

かゆ 粥、かゆ 4610 米・飯

かゆいわい 粥祝 478-2 もちの粥

かゆのき 粥の木 478-2 祝木

がら （大豆の）柄 477-2 豆

からいも 唐芋 477-2 芋

からくりにんぎょう からくり人形 465 芸能

からし 辛子、芥子 4610 調味料

からすおうぎ 烏扇 4615 草花

からへゆけ カラヘユケ 477-1 虫送り

かりあげ、かりじまい 刈上、刈り上げ、刈仕廻 477-1 稲刈り

かりくさぶね 刈草船 477-2 草木肥

かるも かる藻 464 漁業

かるわざ 軽業 465 芸能

かわざかな 川魚 4615 川魚

かわら、かわらやき 瓦、-焼き、-職、-師 464 職人

かわらけやく 土器役 466 神役

かわりょう 川漁 464 漁業

かわわたり、かわたり 川渡り 478-3 川渡

かん 棺 4713 死

かんき 寒気 4616 自然･天気

かんげん、-ぶね、おか
げん

管弦、-船、ヲカケン 466 神祭（海）

かんこう 菅公 466 神（他）

かんざし 髪差 4611 他

がんざん 元三 478-1 年始

がんさんのくすり 丸散之薬 4713 病

かんじゅ 貫衆 478-1 年始飾

かんしゅ、かんし かん酒、燗酒、寒酒、か
んし

478-1 年始飲食

かんじん 勧進 466 仏（他）

かんのん、-こう 観音講 466 仏（禅宗）

かんのんよくじつ 観音欲日 466 仏（他）

かんば 勘場 461 役所

かんばこつなぎ 勘場小貫 461 貢租

かんぶつ 灌仏、-会 478-3 灌仏会

かんべん 勘弁（簡便） 4616 方言･用語

かんまい 神舞 465 踊

ぎおん 祇園、祗園 466 神（他）

ききん 飢饉 4616 災難

きぐつひき 木履挽 464 職人

きくのせっく 菊の節句、-酒 478-3 九月節句

きざき、きざきび 杵崎、-火 466 神（他）

きそんうた きそんうた 478-3 盆踊

きっこうでん 乞功奠（乞巧奠） 478-3 七夕

きっしょ 吉書、-揚 478-2 とんど

きっしょはじめ 吉書始 478-1 年始

きっそ、きっそう きつそふ 478-2 農初

きって （御）切手（米）払 461 貢租

きっぽう 吉方（の山） 478-1 年始

きど 木戸 4616 家作

きなこ きなこ、黄（な）粉 4610 豆・穀物

きね 杵、ナンジヤウ（杵） 4611 他

きび 黍 477-2 雑穀

きゃくぶね 客船 464 海運

きゅう 灸（人） 478-3 灸日

きゅう 灸、-治、-日 4713 休養

きゅう（うま） 灸（馬） 4615 牛馬

きゅうしゅ （御）給主（様） 461 領主

きゅうじょうや 給庄屋 461 地下役人

きゅうそく 休息、休足 4713 休養

ぎゅうとう 牛灯 478-3 柱松

ぎゅうばあんぜん 牛馬安全 466 祈祷・祓

ぎゅうばのしょうがつ 牛馬之正月 478-3 さばらい

ぎゅうばのりゅうがん 牛馬安全・息災の立願・
祈祷

4615 牛馬

ぎゅうばまつり 牛馬祭り 466 神祭（他）

きゅうり 胡瓜 477-2 他作物

きょうげん 狂言、-操、操り-、踊-、
踊り-、戯-

465 芸能

きょうじ 凶事 4713 死

きょうじん 狂人 4713 病

ぎょうてん、よるのあか
つき

暁天、夜の暁 4616 自然･天気

きょうどう 教導 461 制法

ぎょうはじめ 業始（職人） 478-2 職初

きょうびな 京雛 478-3 三月節句

きょうふく 凶服 4713 死

きりはい 切灰（肥料） 477-2 肥料他

きりぼしだいこん 切干大根 4610 果物・野菜

きりもち 切餅 4610 餅

くいつみ、くいつめ 食積、喰積、喰詰、喰つ
め

478-1 年始飲食

くいつめのこめ 喰詰の米（もちの粥） 478-2 もちの粥

くさかり （下）草刈 477-2 草木肥

くさもち 草餅、-の餅 478-3 三月節句

くし 櫛 4611 他

くじ 鬮、籤 466 祈祷・祓

くしがき 串柿 478-1 年始飾

くじら 鯨、くじら 4615 魚

くじらうた 鯨歌、くじら- 478-2 漁初

くじらつきぞめ 突初（鯨） 478-2 漁初

くじらのいはい 鯨の位牌 464 漁業

くじらほね、まぐろほね 鯨骨、鮪骨 477-2 魚肥

くすり 薬 4713 病

くすりぐい 薬喰 4610 他

くそ 糞、下-、-水、培-、濃-
（肥）

477-2 下肥等

くそむし 糞虫 4615 虫

くだりすえ 下り居 478-3 神事

くちあけ 口明、-式（網） 478-2 漁初



くちこあみ 口籠網、くつこ網 464 漁業

くちなし 山梔子 4615 樹木

くちやきどうふ 口焼豆腐 4713 死

くつ 沓 4611 他

くどき くどき、兵庫- 478-3 盆踊

くにまつり （御）国祭 461 行事

くま 熊 4615 他

くみあい 組相、組合、与相 472 講組

くみあげ 組揚ケ 478-3 漁

くみおろし 組おろし 478-3 漁

くやみ 悔 4713 死

くらおさめ （御）蔵納 461 行事

くらかいしょ （御）蔵会所 461 役所

くらばん （御）蔵番、（御）-屋 461 役人

くらびらき、くらいわい （御）蔵開、（御）蔵祝 461 行事

くり 栗 4610 果物・野菜

くりのき 栗、栗の木（正月） 478-1 年始門松

くりめし 栗飯 478-3 九月節句

くれのいち 暮の市 463 市・店

くろがしら 畔頭 461 地下役人

くろがしらざ 畔頭座 461 地下役人

くろごめ 黒米（葬） 4713 死

くろごめめし 黒米飯 4610 米・飯

くろだいず 黒大豆 477-2 豆

くろめ くろめ、黒め、黒布、黒
和

4610 魚介・磯物

くわ 鍬 4611 農具

くわぞめ、くわはじめ 鍬初、鍬始 478-2 農初

くわぶろざいく 鍬風呂（細工） 464 職人

げいこ、-や 芸子、-屋 464 客商売

けいこう 経行 4713 女性

けいこはじめ 稽古始 4612 寺子屋

けいしやく 桂子役 466 神役

けいめい 鶏鳴（早朝） 4616 自然･天気

けいやくおや 契約親 472 講組

げいゆ 鯨油 477-1 虫除

けこ 華籠 4713 死

げざいば 下ざい場 464 職人

けしょう 化粧 477-1 田植え

けちみゃく 血脈 466 仏（他）

げなん、げじょ 下男、下女、下男女 461 使用人

げにん 下人 461 使用人

けみ 検見、水損- 461 貢租

けんじょう 献上 461 貢租

げんちょう 元朝 478-1 年始

げんぷく 元服 4713 元服

げんぷくおや 元服親 4713 元服

げんぺいかっせん 源平合戦（遊） 478-3 三月節句

こあきんど 小商人 464 商

こいも 小芋 4610 果物・野菜

ごううら 郷浦 461 浦

こうえき 交易 463 市・店

こうがい 笄 4611 他

こうげ、こうばな 香花 478-3 墓所

こうさくはじめ 耕作初、耕作の始 478-2 農初

こうし 犢 4615 牛馬

こうしょう？ 光消 4616 方言･用語

こうじんまい、-ぐみ 荒神舞、-組 465 踊

こうしんまち 庚申、-待 478-4  庚申待

こうじんまつり、-さい、
-もうし

荒神祭、幸神-、-申、-
告、-もふし、-講

466 神（他）

こうずい 洪水 4616 水利

こうぞ 楮 4614 紙類

こうだん 講談 466 仏（真宗）

こうちん 耕賃 472 互助

こうつや 講通夜 466 神（社参）

こうでん 香奠、香典、香料 4713 死

こうなかま 講中間 472 講組

こうなかま 講中間を除 472 しまり

こうのぶし 国府節、国府の節、高野
節、こうのふし、こうのうふ
し

465 歌

ごうはん 強飯（飯を強いる） 4610 他

こうひ 考妣 4713 死

こうまい 香米、講米 4713 死

こうみょうしんごんこう 光明真言講 466 仏（他）

こうより 講寄、-寄り 472 講組

こうろく、ごうりき 合力 472 互助

こえくさ 肥草 477-2 草木肥

こえしゅご、-しご こへ守護 477-2 麦作

こえとり 肥取 477-2 下肥等

ごおう 牛王、牛玉 466 神（他）

こーら かうら 4615 草花

こおりもち 氷餅 4610 餅

こか 古歌 465 歌

こがらすのしんじ 小鴉の神事 466 神祭（他）

ごかんにち 五かん日、ごかんにち、
五ケ日、こかん日、五元
日

478-2 ごかんにち

こくうだいこ 虚空太鼓 4616 怪異

こくおんこう、-さい 国恩講、-祭 461 行事

こくおんさい 国恩祭、-講 478-3 国恩祭

こくほう 国法 461 制法

こげめし、こがりめし 焦飯、菱焦飯 4610 米・飯

ごこく 五穀 4610 豆・穀物

ごこくのそじん 五穀の祖神 466 神（他）

ごこくまつり 五穀祭り 466 神祭（他）

こころざしび 志日 4713 法事等

ござ 蓙 4614 縄類

ごさいいち 五斎（市） 463 市・店

ござうち 蓙打 4611 藁

こしおび 腰帯 477-1 田植え

こしきがさ こしき笠（節季候） 465 節季候

こしにかいしょ 越荷（御）会所 461 役所

ごじゅっぴき、さんじっ
ぴき

五十疋、三十疋 463 銭

ごじょう 五常 461 制法

こしわおどり、-まつり 腰輪踊り、-祭 465 踊



ごせつ 午節 478-3 五月節句

こっかあんぜん 国家安全 466 祈祷・祓

こっかんぎん 石貫銀、舛役- 461 貢租

こつごう 小都合 461 地下役人

こっとい 特牛（地名を除く） 4615 牛馬

こつなぎ 小貫（米） 461 貢租

こっぱり こつはり（面） 466 祭り

ことうやく 鼓頭役 466 神役

ことはじめ （農業）事始、事初 478-2 農初

こどもおどり 子供踊 465 踊

ことよりこう 言寄講 466 仏（真宗）

こなた こな田 477-1 田

こにだうま 小荷駄馬 4615 牛馬

ごにんぐみ 五人組、-頭、-替 472 講組

こばしり 小走り 461 役人

こびき、きこり 木挽、樵、木こり、木樵 464 職人

こぶ 昆布 478-1 年始飾

こぶれ 小触 461 役人

ごぼう 牛蒡、牛房 477-2 他作物

ごま 胡麻、胡摩 477-2 他作物

こまひき 駒引（の飾り） 478-1 年始飾

こまもの 小間物、濃物、こま物 4611 他

こみせ 小店 463 市・店

こむぎ 小麦 477-2 麦作

こむぎだんご 小麦団子 4610 料理・具

こめぐら （御）米蔵 461 役所

こめこ 米（の）粉 4610 米・飯

こめどおし 米どふし 4611 農具

こめばかり（にん） 米計、米計人 461 役人

こめはかりぐら （御）米計り蔵 461 役所

こめみ 米見 461 役人

こも 薦（売） 464 商

こもり 籠（宮籠、社籠、参籠） 466 祈祷・祓

こや 固屋 4616 家作

こやししゅご 肥し守護 477-2 肥守護

ごようはじめ 御用始 461 行事

ごようぶね 御用船 461 船

こりぞめ 樵初、こり-（薪、木） 478-2 農初

こわり 小割 4614 木材

こんじょう 紺青 4614 染料

こんちゅう 昆虫 477-1 虫送り

こんにゃく 菎蒻、こんにゃく、昆若 477-2 他作物

こんのう 混納（麦） 477-2 麦作

こんのう 混納、混濃 477-1 混納

こんぴらまつり 金毘羅祭 466 神祭（海）

こんぶ 昆布 4614 魚介

こんや、こうや 紺屋 464 職人

こんれい 婚礼 4713 婚

回礼 廻礼 478-1 年始廻礼

さ行
読み 用語 分類1 分類2 号

さいくにん 細工人 464 職人

さいぐや 彩具屋 464 職人

さいしょうこう、-おう
きょう

最勝講、最勝王経 466 仏（真宗）

さいとうさねもり 斎藤実盛、斉藤実盛 477-1 虫送り

さいびのれい 歳尾之礼 478-3 歳暮

さいみていち 斎満（市） 463 市・店

ざいもく 材木 4614 木材

ざおうごんげん 蔵王権現 466 修験

さおとめ 早乙女、早小女、早処女 477-1 田植え

さおとめちん 早乙女賃 463 賃銭

さかき 榊 4615 樹木

さかずき 杯、盃、盞 4713 婚

さかなうり、さかなや 魚売、-屋、肴売、-屋、
小肴売

464 商

さかや、さかば 酒屋、酒場、濁酒場 464 商

さかやき 月代 4713 元服

さがりうおりょう、くだり
うおりょう

下り魚漁 464 漁業

さかん 左官 464 職人

さぎちょう 左義長 478-2 とんど

さくだめし 作例し 478-2 農初

さくまい 作廻　作舞（とりはから
い、準備）

4616 方言･用語

さけ 酒 4610 酒

さけ（きんき） 酒（禁忌） 478-1 年始飲食

さけのかす 酒の糟、酒糟 4610 酒

さげふだ 提札 461 貢租

さけをしいる 酒を強いる 4610 他

ざこ 雑喉 4615 魚

ささ 笹 4615 竹

ささげ さゝげ、大角豆 477-2 豆

ささまき 笹巻 4610 料理・具

ささら さゝら 466 祭り

さしさば 刺鯖、差鯖 478-3 盆

さしひき 差引 463 決算等

さしむし さし虫 4615 虫

さしよせ 差よせ、差寄 4713 死

さつきおとめ 五月乙女 477-1 田植え

さつきめ 五月女 477-1 田植え

ざっこく 雑穀 477-2 雑穀

ざっこくもち 雑穀の餅 4610 餅

さといも 里芋 477-2 芋

ざとう 座頭 466 盲僧

さとがえり 里帰り 4713 婚

さなえ 早苗 477-1 苗代

さぬき 讃岐（踊） 478-3 盆踊

さねもり 実盛、さねもり 477-1 虫送り

さねもりおくり 実盛送り（虫送り） 477-1 虫送り

さのぼる さのほる 477-1 田植え

さば 鯖 4615 魚

さばえ、さばい、さばあ 五月蝿、早蝿、佐波江、
さばえ、さはえ、さはい、
サバイ、サバア

477-1 虫送り

さばえおくり 早蝿おくり（虫送り） 477-1 虫送り

さばえおくり 五月蝿送り、白蝿送り
（虫送り）

477-1 虫送り



さばらい さばらい、さはらへ、さは
らい、さばら、すはらい、
早蝿払、-祓、逆蝿祓、-
払

478-3 さばらい

さばらまいり サバラ参り 477-1 虫送り

さびらきしば さひらき柴 477-1 田植え

さやだいず さや大豆 477-2 豆

さらし 晒、さらし 469 布

さる 猿 4615 他

さるお、さるおうち 猿緒、猿尾、さる緒、-打
ち

478-2 農初

さるがく 猿楽 465 芸能

さるたひこ 猿田彦 466 神（他）

さるひき 猿引 465 猿引

ざれうた ざれ歌 477-1 田植え

さをさむる さをさむる 477-1 田植え

さんがんじつ 三元日 478-1 年始

さんぎょう 蚕業 464 綿・絹

さんげん 三弦 465 楽器類

さんごうめし 三合飯 4610 米・飯

さんさいいち 三斎（市） 463 市・店

さんさかな、みつざか
な

サンサカナ、三肴、三ツ
肴

478-1 年始飲食

さんさんくどのさかずき 三々九度之盃 4713 婚

さんじょうこう、-さい 山上講、-祭、-詣 466 修験

さんじょうだいごんげん 山上大権現 466 修験

さんじん 山神、-社 466 修験

さんばん 三番（浜子） 464 塩浜

さんぼう 三方 4611 飲食具

さんよう、さんにょう 算用 463 決算等

しあげ 仕上、仕揚 4713 死

しあげほうじ 仕揚法事、仕揚ケ-、仕
上ケ-

4713 法事等

しあんばし 思案橋、思案ばし、しや
んばし、しやんばし踊り

478-3 盆踊

しい シイ（獣） 4615 他

しい 椎 4615 樹木

しい 椎の木、-木、-ノ木（正
月）

478-1 年始門松

しいら 鱪 4615 魚

しいらとしのよ しひら歳の夜 478-2 六日歳夜

しいらまい しいら米 4610 米・飯

しう 止雨 477-1 祈

じうら 地浦（役人） 461 浦

じえき 時疫 4713 病

しえこう 死会講、死穢- 472 講組

しえなかま 死会中間 472 講組

しおうり 塩売 464 商

しおがま 塩竈 464 塩浜

しおから 塩辛（肥料） 477-2 魚肥

しおこも 塩こも、-菰 4614 縄類

しおざかな 塩肴、塩魚 4610 魚介・磯物

しおさば 塩鯖 4610 魚介・磯物

しおそ 塩噌（塩と味噌） 4610 調味料

じおどり 地踊 465 踊

しおばい 塩灰、塩屋-（肥料） 477-2 肥料他

しおはま 塩浜 464 塩浜

しおはまもちぞめ 塩浜持初 464 塩浜

しおひ 汐干 478-3 三月節句

しおもの 塩物 4614 魚介

しか、しかのたま 鹿、鹿（の）玉 4615 他

しかまえ 仕構 4616 方言･用語

しからのふるまい 師からの振る舞い 4612 行事

しきし 色紙 478-3 七夕

しきせ 仕着せ 461 使用人

しきみ 樒 478-4 節分

しきょとどけ 死去届 461 制法

じげこつなぎ 地下小貫 461 貢租

じげすくいあみ 地下救網 461 撫恤

じげほう 地下法 461 制法

じげまつり 地下祭 466 神祭（他）

じげやくざ 地下役座、-役坐 461 地下役人

じげやくしょ 地下役所 461 地下役人

じげやくにん 地下役人 461 地下役人

じげやくむき 地下役向 461 地下役人

しし 獅子 466 祭り

しじみ 蜆 4615 貝

しじゅうくにち 四十九日 4713 法事等

じしょう 時正 478-3 時正

じじんきょう 地神経 466 盲僧

じじんこう、-もうしこう 地神講、-申講 466 盲僧

しじんどう 地神堂 466 盲僧

じじんべい 地神幣 466 盲僧

じじんまつり、-さい、-
もうし

地神祭（り）、-申、-告、-
もふし

466 盲僧

じぞうまつり 地蔵、-祭 466 神祭（他）

しだ 朶、歯朶（正月） 478-1 年始飾

したぎ 下木、草-、肥- 477-2 草木肥

したぎくちあけ 下木口明 477-2 草木肥

したくさ 草（除草） 477-1 除草

したくさ 下草 477-2 草木肥

したよこめ 下横目 461 役人

しちけんがね 七軒鉄漿 4713 元服

しちじゅうごぜん 七十五膳 4610 他

しちど 七度（飯、水浴、親を拝） 478-3 七夕

しちとう 七島、七嶋 4614 繊維類

しちや 質屋、質入 464 商

じつき 地突、-石 478-3 いのこ

しなだま 品玉 465 芸能

しならい 仕習（練習・修行） 4616 方言･用語

しば 柴 4614 木材

しばい 芝居 465 芸能

しばくさ 柴、-草、-刈、刈- 477-2 草木肥

しばざかな 芝肴、柴肴、柴さかな 4610 魚介・磯物

しばざかな 柴肴、芝-、柴さかな 4713 婚

じまつり 地祭 466 神祭（他）

しまもめん 縞木綿 4614 繊維類

しまり、しめり 締り、〆 472 しまり



しめ、しめなわ、しめか
ざり

注連、-縄、-飾り、七五
三縄

478-1 年始飾

しもうた しも歌 465 歌

しゃかにゅうめつのそう
か

釈迦入滅の葬火 478-3 涅槃

しゃかのかんじょう 釈迦の灌頂 478-3 涅槃

しゃかのかんじん 釈迦の勧進 478-3 涅槃

じゃき 邪気（除） 466 祈祷・祓

しゃぎり シヤギリ 466 祭り

しゃこ 蝦姑（蝦蛄） 4615 甲殻類

しゃしょく 社稷 4616 土地

しゃにち、しゃにちさい 社日、社日祭 478-3 社日

じゅいん 受印 461 制法

じゅうしちや 十七夜 478-3 十七夜

しゅうといり 舅入 4713 婚

じゅうにとう 十弐灯 466 祭り

じゅうにどう 十二銅、十弐- 463 銭

じゅうにのまい 十二の舞 465 踊

じゅうにんがしら 拾人頭 461 地下役人

じゅうねん 十念 466 仏（浄土宗）

じゅうばこ 重筥 4611 飲食具

しゅうほ、-ぎん 修甫、-銀、-元米 461 貢租

じゅうや 十夜 466 仏（浄土宗）

じゅうろくぜんしん 十六善神 466 神（他）

じゅくもう 熟毛 477-1 穂

しゅくやくにん 宿役人 461 地下役人

しゅご、しご 守護、修護、修固 477-2 麦作

しゅこうりょう、さかな
りょう

（酒）肴（料） 4612 謝礼

しゅごごえ 守護こへ 477-2 肥守護

しゅし・たね 種子 477-1 種籾

しゅっし 出伺、三度之- 461 屋敷

しゅんばん 春盤 478-1 年始飲食

じょうえ 定会 466 仏（真宗）

しょうがつことはじめ 正月事始、-事初、-用
意、-支度（迎年）

478-3 迎年用意

しょうがつもち 正月餅 478-1 年始飲食

しょうき 正忌 466 仏（真宗）

じょうげん 上元 478-2 上元

じょうご 上戸 4611 農具

しょうこう 焼香 4713 法事等

じょうし 上巳 478-3 三月節句

しょうじざいく 障子（細工） 464 職人

しょうじん 精進 4713 死

しょうじんあげ 精進揚 4713 死

しょうちゅうかす 焼酎滓 477-2 金肥

しょうにんびゃくしょう 証人百姓 461 地下役人

じょうのう 上納 461 貢租

しょうぶ 菖蒲、生蒲 478-3 五月節句

しょうぶざけ 菖蒲酒 478-3 五月節句

しょうや 庄屋（浜子） 464 塩浜

しょうやざ 庄屋座 461 地下役人

しょうやもと 庄屋元 461 地下役人

しょうゆ、-や 醤油、-屋、-滓 464 商

しょうゆかす 醤油滓 477-2 金肥

じょうよ 薯蕷 477-2 芋

しょうりょうだな、-おくり精霊棚、-送、-祭、聖霊
-、生霊-

478-3 盆

じょうるり 浄瑠璃 465 芸能

じょうわき 上脇（浜子） 464 塩浜

じよく？ 時浴 4713 法事等

じょせい、じょりょく 助勢、助力 472 互助

しょど 初度、-の法事 4713 法事等

じょや 除夜（大晦日） 478-3 歳暮

じょや 除夜（節分） 478-4 節分

しらきのはこ 白木の筥、-箱、-棺、-
桶

4713 死

しらくじ 白鬮 466 祈祷・祓

しらげる しらげ-る（精白する） 4616 方言･用語

しらこ しら子持、しら子 4615 魚

しらこのもち 白粉（の）餅 4610 餅

しらゆう 白木綿 4614 繊維類

しりからげ 尻からけ 466 神祭（他）

しりをうつ 尻を擲、-打、-叩 478-2 祝木

しろ 代 477-1 代掻き

しろうし 代呂牛、代牛 477-1 代掻き

しろがえ 代ろ替（代呂替） 463 決算等

しろざけ 白酒 478-3 三月節句

しろぼうし 白帽子 4713 死

しろみて シロミテ、代満、代充、代
ロ満、代呂満、しろ満

477-1 田植え

しろめ 白目 4614 鉱物

じんかい 塵芥（肥） 477-2 肥料他

じんこ じんこ（亥の子） 478-3 いのこ

じんじつ 人日 478-2 人日

しんしゅ 新酒 4610 酒

じんばそう 神馬藻、しんば草、神馬
草

478-1 年始飾

じんばつなぎしょ 人馬継所 4616 交通

じんぷ 神符 466 祈祷・祓

しんぼち 新発意 466 仏（他）

しんまいもち 新米餅 4610 餅

しんもう 新亡 4713 死

す 酢 4610 調味料

す、すだれ 簾 478-1 年始飾

すあえ 酢あへ、酢牛房、ちさの
葉酢

4610 料理・具

すいか 西瓜 477-2 他作物

すいじん 水神 466 神（他）

すいもの 吸物 4610 料理・具

すえにんぎょう 居人形 465 芸能

すおう 素袍 469 晴着

すがぬき すかぬき、菅抜 478-3 夏越

すき 鋤、犂 4611 農具

すぎ 杉 4615 樹木

すぎ、すぎのは 杉（の葉） 478-4 節分

すぎいた 杉板 4614 木材

すきくわぞめ 鋤鍬初 478-2 農初

すきぞめ 漉初（紙） 464 紙



すきぞめ 鋤初、すき初、すき始 478-2 農初

すぎわい 過わい 4616 方言･用語

ずきん 頭巾 469 他

すくいまい （御）救米 461 撫恤

すくず すくづ 4614 米類

すし、すめし 酢食、酢飯 4610 米・飯

すず 錫（酒器） 4610 酒

すず、たく 鈴、鐸 466 祭り

すすき 薄、葭、すゝき 4615 草花

すすはらい 煤払、煤、煤取、煤掃除 478-3 煤払

すずり 硯、-職、-彫、-師 464 職人

すずりいし 硯石 4614 鉱物

すすわら 煤藁（肥） 477-2 肥料他

すな 砂（モグラ除け） 4616 土地

すなおろし、すなをくだ
す

砂下し、砂をくだす（蒟
蒻）

4610 果物・野菜

すみ 炭 4614 炭・灰

すみ、すみいわい 墨、-祝（トヘ） 478-2 とへ

すみざけ 済酒 4713 婚

すみぬりじゅうごにち 墨ぬり十五日 478-2 祝木

すみよしさい 住吉祭 466 神祭（海）

すもう 相撲、（大寄の）角力、小
-、花-、力者

465 芸能

するめ 鯣 4614 魚介

すわえ 楉（若枝） 4615 樹木

せいご せいご 4615 魚

せいじゅう 西戎 4616 方言･用語

せいどう、せいふ 青銅、青蚨 463 銭

せいぼ 歳暮、年の暮 478-3 歳暮

せいほうどくじゅ （御）制法読誦 461 制法

せいもんばらい、-ひら
き

誓文払、-開 478-3 商

せがき 施餓鬼、施我鬼、施餓餽 466 仏（他）

せきしゅうかえまい 石州替米 461 貢租

せきぞろ 節季候 465 節季候

せきたん 石炭 4614 炭・灰

せきたんちんくつ 石炭賃掘 4614 鉱物

せきはん 赤飯 4610 米・飯

せちえ 節会 478-1 年始飲食

せちぶるまい 節振舞 478-1 年始

せっき 節季 463 決算等

せった 雪踏 4614 縄類

せったい 摂待 478-3 盆

せっちん 雪隠、せついん 4616 家作

せっちんまんざい せついん万歳 465 万歳

せっぱん、せつあえ 節飯、節饗 478-1 年始飲食

せつぶん 節分 478-4 節分

せっぽう 説法 466 仏（他）

ぜにさし 銭差、銭さし 4611 他

ぜにさし 銭さし、銭差（トヘ） 478-2 とへ

せみ 蝉（鯨） 4615 他

せよう 世用 4616 方言･用語

せり 芹 4615 草花

せり・なずな・・・ 芹、薺、御形、繁縷、耳
無草、須々菜、須々志呂
（七草）

4610 果物・野菜

せりうお せり魚 4614 魚介

せりどんや、-うり、-た
て

糴問屋、-売、糶立 464 商

せんか せんか（泉貨紙） 4614 紙類

せんごくどおし 千石通 4611 農具

せんす 扇子（年始） 478-1 年始飾

せんす 扇子（婚礼） 4713 婚

せんちゃ 煎茶、せん茶 4610 茶

せんどう 船頭 464 海運

せんどばらえ 千度祓 466 祈祷・祓

せんばたき 千把焚（雨乞） 477-1 祈

ぜんまい ぜんまい 4610 果物・野菜

せんもう 先亡 4713 死

そうけ そうけ、そふけ 4611 農具

そうさい 喪祭 4713 死

そうじ そふじ（掃除） 4616 方言･用語

そうしき 葬式、葬礼 4713 死

そうじゃ 総社 466 神（氏神）

ぞうすい 雑炊、雑すい 4610 米・飯

ぞうとう 贈答 472 音信

ぞうに 雑煮 478-1 年始飲食

そうば 相場 463 相場

そうひまち 惣日待 478-2 日待

そうめん 素麺、そうめん、そふめ
ん

4610 料理・具

そうめんりょう 素麺料 478-3 盆

そうやすみ 惣休ミ 4713 休養

ぞうり 草履 4611 作業着

そえこく 添石 461 貢租

そぎ 枌、杉枌 4614 木材

そさい 麁菜 4610 料理・具

そし、こうそ 祖師、高祖 466 仏（他）

そどく 素読 4612 学習

そとば 卒塔婆 4713 法事等

そば 蕎麦 477-2 蕎麦

そばかち 蕎麦かち 477-2 蕎麦

そはん 麁飯 4610 米・飯

そり 橇 4611 他

ぞんない 存内 461 地下役人

た行
読み 用語 分類1 分類2 号

たい 鯛 478-1 年始飾

だいかん （御）代官（様） 461 領主

だいかんしょ （御）代官所（除-考） 461 役所

だいぎょうじ、こぎょうじ 大小行事（大行事・小行
事）

466 神役

だいく 大工 464 職人

だいく 大工（浜子） 464 塩浜

たいこ 太鼓・大鼓 465 楽器類

だいこくてん 大黒天 466 エビス

だいこくまい 大黒舞 465 踊

だいこん 大根（蘿蔔） 477-2 他作物



だいこんばたけ 大根畑 478-2 とんど

だいしこう、-まつり 大師講、-祭 466 仏（他）

たいしゅ （御）太守（様） 461 領主

たいしゅう 対州（対馬） 464 出稼

だいじんぐう（おはら
い）

太神宮（御祓） 478-1 年始飾

だいず 大豆 477-2 豆

だいずをまかぬひ 大豆を播かぬ日 477-2 豆

だいせっき 大節季 463 決算等

だいそく 大束 4614 木材

だいだい 橙、だいだい 478-1 年始飾

だいはんにゃ 大般若（経） 466 仏（他）

だいはんにゃてんどく 大般若転読 466 仏（他）

たいま 大麻 478-1 年始飾

たいまつ 松明、明松 466 祭り

だいもくこう 題目講 466 仏（日蓮宗）

たいや 逮夜、たい夜、待夜、迨
夜

4713 法事等

たいりょう 大漁 464 漁業

たうえ 田植 477-1 田植え

たうえうた 田植唄、-歌 477-1 田植え

たうえぐみ 田植組 472 互助

たうえぐみ 田植組 477-1 田植え

たうえみの 田植蓑 4611 作業着

たうえをいむひ 田植えを忌む日 477-1 田植え

たかちょうちん 高挑灯 466 祭り

たかとうろう 高灯籠 466 祭り

たがやしぞめ 耕初 478-2 農初

たからぶね 宝船（の画） 478-4 節分

たきぎうり 薪木（売） 464 商

たきこ 炊子（浜子） 464 塩浜

たく、つくえ、すずり 卓・机・硯 4612 学習

たくさ 田草 477-1 除草

たけ 竹 4615 竹

たけいち 竹市 463 市・店

たけざいく 竹細工 464 職人

たけざお 竹竿 466 祭り

たけざお 竹竿（田植） 477-1 田植え

たけのかわ 竹（の）皮 4614 竹類

たけのこ 笋、筍 4610 果物・野菜

たけびしゃく 竹柄杓 4614 竹類

たけひなわ 竹火縄 4614 竹類

たけやり 竹鑓 478-3 五月節句

たこ 蛸 4615 烏賊蛸

たこあげ 凧巾揚（正月） 478-1 年始遊戯

たこあげ 凧あげ（端午） 478-3 五月節句

たさくがれ 田作枯 477-1 その他

たさくじつ 田朔日 478-3 一日正月

たすき 襷 469 晴着

ただかり 只刈 477-2 草木肥

たたみや 畳屋 464 職人

たち 太刀 4616 武器

たちかけ たちかけ 4611 作業着

たちば 立場、-仕上、-揚、-法
事

4713 死

だちん、だ 駄賃、壱駄（馬） 4616 交通

たづくり 田作り 4610 魚介・磯物

だてうま 伊達馬 466 祭り

たてがみしゅう 立髪衆 466 神役

たなお 田な緒 4611 藁

たなおろし 店卸 463 市・店

たながり 店借 463 市・店

たなぎょう 棚経 478-3 盆

たなばた 七夕（寺子屋） 4612 行事

たなばた 七夕 478-3 七夕

たぬきじる 狸汁 4610 料理・具

たねいけ 種池 477-1 種籾

たねおろし 種卸、-おろし、-下シ 477-1 種籾

たねかす 種かす、種粕 477-2 金肥

たねもみ 種籾 477-1 種籾

たのみ、たのも 田実、田の実、田之実、
田面、田の母、頼母、た
のも、田物

478-3 八朔

たのみのおび 頼（み）の帯 4713 婚

たのもし 頼母子 463 他

たばこ 煙草、多葉粉、烟草、た
ばこ、莨

4614 たばこ

たぶ タブ 4615 樹木

たまだな 魂棚 478-3 盆

たままつり 魂祭 478-3 盆

たや （御）田屋 461 屋敷

だや 駄屋 4616 家作

だやごえ 駄屋こへ・-肥、厩糞
（肥）

477-2 下肥等

たやすみ 田休 477-1 田植え

たら だら、たら、楤、棫 4615 樹木

たら たら 4615 魚

たら 鱈、たら 478-1 年始飲食

たら だら、たら、楤、棫（節分） 478-4 節分

たるいれ 樽入 4713 婚

たるぐみ 樽組 472 講組

たるだい 樽代 4612 謝礼

たるびらき 樽開 478-2 職初

だるまき 達磨忌、だるまき 466 仏（禅宗）

たわらこしらえ 俵拵 461 貢租

たわらもの 俵物 4614 魚介

たんご 端午 478-3 五月節句

だんご 団子、たん子、だん子、
たんご、団粉

4610 料理・具

たんざく 短冊、短尺、短策 478-3 七夕

だんじあい 談し合 472 しまり

たんじょういわい 誕生祝 4713 誕生

たんじょうび 誕生日 4713 誕生

たんじょうぶつ 誕生仏 466 仏（禅宗）

だんじょのなからい 男女の中らひ 4713 男女

だんぢく ダンヂク 4615 竹

ちそう 馳走 4610 他

ちちのき 乳の木（イチョウ） 4615 樹木



ちなみこう 因ミ講、因講 466 仏（他）

ちのわ 茅の輪、菅輪 478-3 夏越

ちまき 粽 478-3 五月節句

ちゃ 茶 4610 茶

ちゃうす 茶臼 4611 飲食具

ちゃくとう 着到 461 屋敷

ちゃせん 茶筅（茶道具） 4611 飲食具

ちゃや 茶屋（御茶屋を除く） 464 客商売

ちゃやこ 茶屋子 464 客商売

ちゅういん 中陰、中院 4713 法事等

ちゅうげん 中元、仲元 478-3 盆

ちょういわい、-つづり （御）帳祝、（御）帳綴 461 行事

ちょうおがみ （御）帳拝ミ 461 行事

ちょうきゅう 重九 478-3 九月節句

ちょうとじ 帳とぢ 478-2 商初

ちょうめん 帳面、-祝（商） 478-2 商初

ちょうめんつけ （御）帳面着 461 行事

ちょうよう 重陽、-之賀 478-3 九月節句

ちんうえ 賃植 477-1 田植え

ちんじゅ 鎮守 466 神（氏神）

ちんせん 賃銭 463 賃銭

ついき 追忌 4713 法事等

ついな 追儺 478-4 節分

ついふく 追福 4713 法事等

ついほう 追放 472 しまり

つか 塚 4713 法事等

つかいぞめ 遣ひ初（牛馬） 478-2 農初

つかいりょう 遣ひ料 4616 方言･用語

つきいみ 月忌 4713 法事等

つきぐり 搗栗 478-1 年始飲食

つきせん 月銭 4612 謝礼

つきぞめ 舂初 478-2 農初

つきとめ 突留 464 漁業

つきはご 突羽子 478-1 年始遊戯

つくりあがり 作上り、作り上り 477-1 田植え

つくりぞめ 作り初、作初め 478-2 農初

つくりばな 作り花、造り花 478-3 三月節句

つけぎ 付木 4611 他

つじ 辻、-売、-門徒、-堂 4616 交通

つじみせ 辻店 463 市・店

つだし 津出 4616 交通

つちされ 土され 477-2 畑作

つちにんぎょう 土人形 466 祭り

つちのかみ 土ノ神 466 神（他）

つつい 筒井（の水替え） 478-3 井戸替え

つつぼだんご、-もち 土穂団子、-餅、つゝぼ
餅、つゝほ餅

4610 豆・穀物

つづみ 鼓 465 楽器類

つどい 湊（つどい） 4616 方言･用語

つとめ、つとめあい 勤（め）、勤（め）合、勤
（め）相、つとめ合

472 音信

つなうち 綱打 4611 藁

つなぎ 貫、-立 461 貢租

つなひき、なわひき 綱引、縄引 478-2 綱引

つなをきる （綱引の）綱を切 478-2 綱引

つむぎ つむき、紙- 469 日常着

つむぎ、つむぐ 紡、緝 4614 繊維類

つめをきるひ 爪を切る日 478-2 爪を切る日

つや、つうや 通夜 466 神（社参）

つり 釣り 464 漁業

つりりょう 釣漁 464 漁業

ておどり・てふりおど
り、てたたきおどり

手踊・手振（り）踊･手たゝ
（叩）き踊

465 踊

でがわり 出代、出替 461 使用人

てご （御）手子（衆） 461 役人

てすき 手透 4713 休養

てだい 手代 463 市・店

てだる 手樽 4611 飲食具

てつだい 手伝 472 互助

てっぽう 鉄砲、鉄炮 4616 武器

てならい 手習、手慣、手ならし 4612 寺子屋

てならいはじめ 手習初 4612 寺子屋

てならいやすみび 手習休日 4612 寺子屋

てぬぐい 手拭 4611 作業着

てのうち 手の内、手のうち 4616 方言･用語

てまがえ 手間替、-かへ、-変 472 互助

てらいり 寺入 4612 寺子屋

てらこ 寺子、寺児 4612 寺子屋

てらこや 寺子屋、寺固屋 4612 寺子屋

てんがい 天蓋 4713 死

てんがん 点眼、点眼施餓鬼 466 仏（他）

てんじくのようかいち 天竺の八日市 463 市・店

てんじん 天神 466 神（他）

てんちゃ 甜茶（→灌仏） 478-3 灌仏会

でんとう 田頭（御幸） 477-1 虫送り

てんのう 天王 466 神（他）

てんぴつ 天筆（を焼） 478-2 とんど

てんまめ？ 天豆 477-2 豆

てんもく 天目 4611 飲食具

とあみりょう 投網漁 464 漁業

とう 陶（陶器） 4611 他

どうあげ 胴上、胴あけ 466 盲僧

とうかい （小）渡海 464 運搬

とうがん 冬瓜 477-2 他作物

どうぎょう、-こう 同行、-講 466 仏（他）

とうごう とうごう、問合、向合、とう
こう、棟合

4713 家建

とうごうびらき 棟合開キ 4713 家建

とうじ 冬至 478-3 冬至

とうじ 湯治 4713 休養

どうだんのたわむれ 童男の戯 4713 子供

どうとり 胴取 477-1 田植え

とうふ 豆腐、焼豆ふ 4610 料理・具

とうふ、-や 豆腐、-屋 464 商

とうふりょう 豆腐料、豆ふ料 4612 謝礼

とうまめ 唐豆 477-2 豆



とうろう 灯炉、灯籠、燈籠 466 祭り

とうわたし 当渡し 466 神役

とおりもの 通り物 478-3 盆踊

とき 斎、-米 466 仏（他）

ときあらい とき洗ひ 469 日常着

ときのこえ 時（鬨）之声 465 歌

ときまい 斎米 4713 死

どくみず 毒水 4616 その他

どくむし 毒虫 4615 虫

とこかざり 床飾 478-3 五月節句

ところ、ひかい 萆薢（トコロ） 4610 果物・野菜

どさ 土砂、どさ、土草（肥） 477-2 肥料他

としおとこ 年男 478-1 年始

としぎ 年木 478-1 年始門松

としこし 年越 478-3 迎年用意

としこしのよる 年越之夜（十四日） 478-2 小正月

としじまい 年仕舞 478-3 歳暮

としだま 年玉 478-1 年始

としとくじん、としとくだ
な

歳徳神、歳徳棚、年徳- 478-1 年始飾

としのいち 年の市 463 市・店

としのよ 年の夜（大晦日） 478-3 歳暮

としのよ 年の夜（節分） 478-4 節分

としようい 年用意 478-3 迎年用意

としより 年寄 461 地下役人

とそ、とそざけ 屠蘇、屠蘇酒 478-1 年始飲食

どそう 土葬 4713 死

とちまつり 土地祭 466 神祭（他）

とっくり 徳利 4611 飲食具

どてら トテラ、どてら 469 日常着

とねいわい とね祝（漁） 478-2 漁初

とのさままいり 殿様参り 461 行事

とのさままつり 殿様（御）祭、-まつり 461 行事

どぶざけ どぶ酒 4610 酒

どぶろく 酴釄漉（ドビロク） 4610 酒

とへ とへ、とへい、とへとへ、
とろへ、とろへい、とろ
平、とひ

478-2 とへ

とべら とべら、とへら 478-4 節分

どま 土間 4616 家作

とまなわ 苫縄 4614 縄類

どようつとめ、-きょう、-
びき

土用勤、土用経、土用弾 466 盲僧

どようみっか 土用三日 478-3 土用三日

どら ドラ 465 楽器類

とりあげばあ 取上姥 4713 誕生

とりあわせ 鶏合 465 芸能

とりおい 鳥逐（七草粥） 478-2 七草

とりげ 鳥毛 466 祭り

とりごえさきのやくそく 取肥先之約束 477-2 下肥等

とりざかな 取肴、取さかな 4610 他

とりつづめ 取縮、懸取縮 463 決算等

とりのすかご 鳥の巣籠 4611 他

とりひき 取引、取曳 463 決算等

どろおとし 泥落、とろ落、どろ落、土
落し

477-1 田植え

とんど とんど、とんと、どんど、
止牟止、止止焼、止々
焼、東ン土

478-2 とんど

どんどをたける ドンドをタケル 478-2 とんど

とんや 問屋 463 市・店

な行
読み 用語 分類1 分類2 号

ないしょう 内証 4616 方言･用語

ないぞめ、ないはじめ、
なわないはじめ

ない初、なひ-、綯-、-は
しめ、縄ない始

478-2 農初

なえしろあみ 苗代網 464 漁業

なえとり、さなえとり 苗取、早苗取 477-1 苗代

ながえ 名替 4713 元服

なかおび 中帯 469 晴着

なかがい 仲買、中買 463 市・店

なかし 中使、中師、仲仕 464 海運

なかせ 中背 464 海運

なかた 中田 477-1 田

なかだち 媒 4713 婚

ながや （御）長屋 461 屋敷

ながれかんじょう 流れかんしやう 466 仏（他）

なぎなた 長刀 466 祭り

なこうど 仲人、媒人 4713 婚

なごし 夏越、名越、苗越、名ゴ
シ、ナゴシ、なごし

478-3 夏越

なごりのしも 名残之霜 478-3 名残之霜

なざけ 名酒 4713 誕生

なし 梨 4610 果物・野菜

なす 茄子 477-2 他作物

なたね 菜種 477-2 他作物

なつぎとう 夏祈祷 477-1 虫送り

なづけ 名付、名附 4713 誕生

なづな なつ菜 4615 草花

なつはたけ 夏畠 477-2 畑作

なつまつり、-もうし 夏祭、-申、-もふし 466 神祭（申し）

ななくさ 七草、七種、-之粥、-之
式、-囃、-之祝、-之雑
煮

478-2 七草

ななしなのくさ 七品の草 478-2 七草

なべかり 鍋かり 4713 婚

なまこたきじる 生海鼠焚汁 477-2 金肥

なまざけ 生酒 4610 酒

なます 鱠、なます 4610 料理・具

なよせちょう 名寄帳 461 貢租

ならす （餅を）ならす（鏡開き） 4616 方言･用語

ならす （祝い餅を）ならす 478-2 鏡開き

ならびさくじつ 並朔日、并-、双-、なら
び-、ならひ-、並ヒ-、並
ひ-、並朔

478-3 一日正月

なりきぜめ （★成木責め） 478-2 成木責め

なりもの 鳴物を忌 4713 死

なわ 縄 4614 縄類

なわおび 縄帯 469 日常着

なわしろ 苗代 477-1 苗代

なわしろぐさ 苗代草 477-1 苗代



なわしろじ 苗代地 477-1 苗代

なわしろすきぞめ 苗代鋤初 478-2 苗代

なわしろどこ 苗代床 477-1 苗代

なんばんひ 南蛮樋 4616 水利

なんびょう 難病 4713 病

にうり、-や 煮売、-屋、-茶屋 464 商

におうきょう 仁王経 466 仏（他）

にぎりめし 握り飯、-めし 4610 米・飯

にこみ 煮込ミ、煮入、煮濃味 4610 料理・具

にごりざけ 濁り酒、濁酒、濁醪 4610 酒

にさいいち 二斎（市） 463 市・店

にしめ、こにしめ 煮染、にしめ、小煮染 4610 料理・具

にじゅうさんやまち 廿三夜待 478-4 二十三夜待

にじゅうよんもん 弐拾四文（祝儀） 463 銭

にしん 鰊、鯡 477-2 金肥

にしん 鰊子 478-1 年始飲食

にちれんそんじゃ 日蓮尊者 466 仏（日蓮宗）

にってんし 日天子 466 神（他）

にないうり 荷売、荷ひ売 464 運搬

にばんしゅご、-しご 弐番守護 477-2 麦作

にばんどろおとし 弐番泥落 477-1 田植え

にひゃくとおか 弐百十日、二百十日 478-3 二百十日

にまめ 煮豆 478-1 年始飲食

にもの 煮物 4610 料理・具

にょにんこう 女人講 466 仏（真宗）

にわいり 庭入 461 使用人

にわかおどり 俄踊・にはか･にわか 465 踊

にわかとおりもの 俄通り物 465 芸能

にわとり 鶏 4615 他

にわほめ 庭誉 465 踊

ぬか 糠（肥） 477-2 肥料他

ぬぎかえ 脱替 466 仏（真宗）

ぬけまいり ぬけ参り（伊勢参宮） 466 神（社参）

ぬのこ ぬのこ 469 日常着

ぬひ 奴婢 461 使用人

ねがいで 願出 461 貢租

ねこり 根樵 478-2 農初

ねばつち ねは土 4616 土地

ねばりおとし 粘落 464 紙

ねはん、-え 涅槃、-会 466 仏（禅宗）

ねりもの ねりもの 466 祭り

ねんが 年賀 4713 老

ねんかい 年回（法事）、年廻（忌）、
年忌

4713 法事等

ねんぐ 年貢 461 貢租

ねんぐこめだわら （御）年貢（米）俵 461 貢租

ねんさい 年祭、十三年祭 466 神祭（他）

ねんし 年始 478-1 年始

ねんしゅ 年首 478-1 年始

ねんび 年尾之式 478-3 歳暮

ねんぶつおどり 念仏踊 465 踊

ねんぶつこう 念仏講 466 仏（他）

ねんぽ 年甫 478-1 年始

ねんれい 年礼 478-1 年始廻礼

のうがみ、つくりがみ 農神、作り神、作神 466 神（他）

のうぎょうはじめ 農業初め 478-2 農初

のうぐこしらえぞめ 農具拵初 478-2 農初

のうぐことはじめ 農具事始 478-2 農初

のうじ 網子（能地） 464 漁業

のうぞめ 農初（藁） 4611 藁

のうばせ ノウバセ 4611 藁

のがえり、-ほうじ 野帰り、野帰り法事 4713 法事等

のきちょうちん、よこは
り-

軒挑灯、横張挑灯 466 祭り

のし 熨斗（年始） 478-1 年始

のし 熨斗（婚礼） 4713 婚

のちのひな 後の雛 478-3 八朔

ののお ノゝヲ（父） 4616 方言･用語

のべおくり 野辺送 4713 死

のぼり 幟、昇 478-3 五月節句

のり 海苔 4610 魚介・磯物

のりぞめ（うま） 乗初、乗始（馬） 478-2 農初

のりぞめ（ふね） 乗初、乗始、のりそめ
（船）

478-2 漁初

のわかれ 野別 4713 死

のんこ 希子、のんこ 4713 元服

は行
読み 用語 分類1 分類2 号

はい 灰、牡蠣（蠣）灰、塩（屋）
灰

4614 炭・灰

ばい 馬医 4615 牛馬

ばいしゃく 媒妁 4713 婚

ばいやく 売薬 464 商

はえ、さばえ 蝿・早蝿・逆蝿 4615 虫

はおり 羽織 469 晴着

はか 墓 4713 法事等

はかま 袴 469 晴着

はかまいり 墓まゐり 4713 法事等

ばきゅう 馬灸 4713 休養

ばくしゅ 麦酒 4610 酒

ばくしゅう 麦秋 478-3 麦作

ばくちく 燎竹（爆竹） 466 祭り

ばくちく 爆竹 478-2 とんど

はざし 刃刺 464 漁業

はさみざかな 挟み肴 4610 他

はし 橋 4616 交通

はし 箸、白-、茅の-、苧殻-、
火-

4611 飲食具

はしぶね 端船 464 海運

はじまりさくじつ はしまり朔日、始り-、初り
-

478-3 一日正月

はしら 柱（とへ、もちの粥） 478-2 もちの粥

はしらあらい 柱洗ひ 4713 家建

はしらまつ 柱松 478-3 柱松

はしりちゃ はしり茶（新茶） 4610 茶

はす 蓮（の）葉（飯、船） 478-3 盆

はす 蓮、蓮根 477-2 他作物

はずかしめ 恥しめ 4616 方言･用語



はぜ 櫨 4615 樹木

はぜいたば 櫨板場 464 蝋

はた 籏、旗、幡 466 祭り

はた 幢 4713 死

はたおり、おりはた 機織、織機 464 綿・絹

はだかせ 裸背（馬） 4615 牛馬

はたきだんご はたきだんご 4610 料理・具

はだけ 葉竹 478-1 年始門松

はちがに 鉢蟹 477-2 魚肥

はちじゅうはちや 八十八夜 478-3 八十八夜

はちぼく 八木 477-1 皆済

はちまい （御）鉢米 466 仏（他）

はつい、にばんい、さ
んばんい

初亥、二番亥、三番亥 478-3 いのこ

はついち 初市 463 市・店

はつうま 初午、はつ午、-祭 478-3 初午

はつお→はつほ 初尾 477-1 初穂

はつかしょうがつ 廿日正月 478-2 廿日正月

はつきだけ 葉付竹 478-3 七夕

はっさく 八朔 478-3 八朔

はっさくにんぎょう （八朔の）人形 478-3 八朔

はつたんご 初端午 478-3 五月節句

はつてんじん 初天神 478-3 三月節句

はっと 法度 461 制法

はつね 初子、はつ子、初子祭 478-3 初子

はつのさくじつ 初之朔日 478-3 一日正月

はつひな 初雛 478-3 三月節句

はつほ 初穂 477-1 初穂

はつよりあい 初寄合、初寄 472 講組

ばとうかんのん 馬頭観音 466 仏（他）

はなうま 花馬 466 祭り

はながため 花堅め 4713 婚

はながつお 花鰹 4713 婚

はなし、はなしあい 咄、咄合 472 しまり

はなしぞめ （吉祥の）咄し初 478-2 漁初

はなずもう 花角力 466 祭り

はなみこ 花神子 466 祭り

はなみどう 花御堂 478-3 灌仏会

はなもち 花餅 478-1 年始飲食

はねこし 刎越 463 市・店

はばき 脛巾 469 他

はばき はゞき、脛巾 4611 作業着

はまかた 浜方 464 塩浜

はまぐり 蛤 4615 貝

はまこ 浜子 464 塩浜

はまばたらき （塩）浜働 464 塩浜

はまぶしん 浜普請 464 塩浜

はまゆみ 破魔弓、-矢、はま 478-1 年始遊戯

はむし ハムシ 4615 虫

はやしかた はやし方 466 神役

はやしぐるま 囃子車 466 祭り

はやしもの 囃物 465 芸能

はやす はや-す（焼く） 4616 方言･用語

はやた 早田 477-1 田

はやりうた 流行唄 465 歌

はやりぶし 時花ぶし 465 歌

はやりやまい 流行病、はやり-、-やま
ひ

4713 病

はらかわ 腹皮 4615 魚

はるかぐら 春神楽、夏神楽 466 神祭（他）

はるさだめいっし 春定（御）一紙 461 貢租

はるた 春田 477-1 田

はるたてあみ 春立網 464 漁業

はん 判（を押）、-始、-形、印
判（始）

461 制法

はんげ 半夏（田植） 477-1 田植え

はんこ はんこ、半子 4713 元服

はんし 半紙 4614 紙類

はんじゅく 半宿 464 宿

ばんしょ （御）番所 461 役所

ばんた 晩田 477-1 田

ばんばおどり ばんば踊 465 踊

ひいらぎ 柊 478-4 節分

ひえ 稗、稗子 477-2 雑穀

ひがたりょう 干潟漁 464 漁業

ひがん 彼岸（春） 478-3 彼岸

ひがん 彼岸（秋） 478-3 彼岸

ひきあい 引合（決算） 463 決算等

ひきお 引緒 4611 藁

ひきかざり 引飾 478-1 年始飾

ひきぞめ 挽初、ひき初、挽そめ、
曳初（木綿糸）

464 綿・絹

ひきぞめ（いと） 挽初、ひき初（糸） 478-2 農初

ひきぞめ（もみ） 挽初（籾） 478-2 農初

ひきちゃ 挽茶 4610 茶

ひきづな 曳綱 4611 藁

ひきゃく 飛脚 464 宿

ひきやま 引山 466 祭り

ひこさん 彦山 466 修験

ひざいやし 膝愈、膝いやし、膝癒し 477-1 田植え

ひざいやしまいり 膝癒し参り 477-1 田植え

ひざなおし 膝直し、ひさ- 4713 婚

ひじ、とき- 非時、斎- 4713 死

ひしもち 菱餅、-もち 478-3 三月節句

ひしゃく 柄杓、竹- 4611 他

ひつぎ 櫃 4713 死

ひてえしょうがつ 一日正月 478-3 一日正月

ひでまつ ひでまつ、ヒデ松 478-3 涅槃

ひとよしょうがつ 一夜正月 478-3 一日正月

ひどり （植付等の）日取 472 互助

ひどり 日取（田植） 477-1 田植え

ひとりうえ ひとり植え、独り-、独- 477-1 田植え

ひな 雛 478-3 三月節句

ひなざけ 雛酒 478-3 三月節句

ひなわ 火縄、竹- 4614 縄類

ひのきまつをたく 檜松を焚 478-3 涅槃

ひばち 火鉢 4611 他



ひまち 日待 478-2 日待

ひむろ 氷室、氷室式 478-3 氷室

ひもの 干物 4614 魚介

ひものし 檜物師 464 職人

ひもり 樋守 461 役人

ひゃくしょう 百姓、百性 464 農

ひゃくしょうはじめ 百姓始 478-2 農初

ひゃくどまいり 百度参、五百度参 466 神（社参）

ひゃくはっとう 百八灯 466 祭り

ひゃくまんべん 百万遍、-篇 466 仏（他）

ひゃっぴき 百疋、五十疋 4612 謝礼

ひゃっぴきふたつ 百疋弐 463 銭

びょう 廟、-所 4713 法事等

ひょうごくどき 兵庫くどき 465 歌

ひょうたん 瓢、瓢箪 4615 草花

ひよけ 火除 4616 災難

ひらいごめ ひらい米（焼米）神楽 466 祭り

ひらた 艜 4616 交通

ひらめ 鮃 4615 魚

ひるやすみ 昼休 4713 休養

ひろう 披露 4713 婚

ひろうざけ 披露酒 4713 誕生

びわ 琵琶 465 楽器類

ひをあらため 火をあらため 478-1 年始

ひんぷくのじまん 貧福の自慢 472 その他

ぶいくかた 撫育方 461 役所

ふいごまつり 槖籥祭 464 職人

ふいん 訃音 4713 死

ぶいん、-つとめ 無音、-勤、-之見舞、-
見廻、-を託け

472 音信

ぶいんほどき 無音解、無音ほとき 472 音信

ふうちん 風鎮 477-1 祈

ぶうんちょうきゅう 武運長久（祭） 466 祈祷・祓

ふき ふき 477-2 他作物

ふきかざり 葺飾 478-3 五月節句

ふきぬき 吹ぬき、吹抜、吹貫 478-3 五月節句

ふくいり 福入（雑煮、雑すい、粥） 478-1 年始飲食

ふくとく 福徳 463 他

ふくのたねまき 福の種蒔 466 盲僧

ぶくりょう 茯苓 4615 他

ふご ふご 4611 藁

ふこうせき 不行跡 472 しまり

ふし 五倍子 4615 他

ふじぬの 藤布 469 日常着

ふじょう 封縄、苻縄 4616 方言･用語

ふしん 普請 4616 家作

ふせ 布施 466 仏（他）

ぶぜんぼう 豊前坊 466 修験

ふちだか 縁高 4611 飲食具

ぶつじ 仏事 4713 法事等

ぶつだん 仏檀（仏壇） 466 仏（他）

ふな 鮒、ふな 4615 川魚

ふなおろし 船下し 464 職人

ふなぐら （御）船倉 461 役所

ふなこ 船子、-働 464 海運

ふなじるし 船印 464 漁業

ふなだいく 船大工 464 職人

ふなだま 船玉 464 職人

ふなて （御）船手 461 役人

ふなのり 船乗（り） 464 海運

ふねあそび 船遊 478-3 五月節句

ふねおろし 船おろし 478-3 漁

ふるい 籭 4611 農具

ふるて 古手 4614 繊維類

ふるて、-や 古手、-屋、-商 464 商

ふろ 風呂（鍬） 4611 農具

ふろ 風呂 4616 家作

ぶんこ 文庫 4612 学習

へい 幣 466 祭り

へいぎゅうばのくよう 斃牛馬之供養 4615 牛馬

べっか 別火 4713 女性

へんう 片雨 4616 自然･天気

ほうえ 法衣 466 仏（他）

ほうえ、ほうだん 法会、法談 466 仏（他）

ほうおんこう 報恩講、法恩講 466 仏（真宗）

ほうか 放下 465 芸能

ほうこうにん 奉公人 461 使用人

ほうこうにんいち 奉公人市 463 市・店

ほうざ 法座 466 仏（他）

ほうじ 法事 4713 法事等

ぼうじ 傍示 4616 土地

ぼうしゅ 芒種 478-3 芒種

ほうじょう 北條、-殿、-むし（虫送
り）

477-1 虫送り

ほうじょうえ 放生会、-池 478-3 放生会

ほうじょうおくり ホウセウおくり（虫送り） 477-1 虫送り

ほうじょうさねもり 北条実盛 477-1 虫送り

ほうじょうむし ホウジョウ虫 4615 虫

ほうそう 疱瘡 4713 病

ほうねんおどり 豊年踊 465 踊

ほうむし ほう虫 4615 虫

ほうらい 蓬莱 478-1 年始飾

ほうれい 法礼 466 仏（他）

ほおづき 酸漿、ほうつき 478-3 柱松

ほかまがれ 穂釜枯 477-1 その他

ほがらずみ ほから炭 4614 炭・灰

ぼく 僕、奴-、下-、家-、童-、
-奴、-婢

461 使用人

ほこりおとし 埃り落し、ほこり落とし
（休息）

477-1 混納

ほしあゆ 干鮎 4610 魚介・磯物

ほしか 干鰯、生鰯 477-2 金肥

ほしがき、くし-、つるし
-

干柿、串柿、釣柿 4610 果物・野菜

ほしざかな 干魚、干肴 4610 魚介・磯物

ほしだら 干鱈 4610 魚介・磯物

ほしまつり 星祭 478-3 七夕



ぼしょそうじ 墓所掃除、廟所- 478-3 墓所

ぼしょへむかえ 墓処へ迎え 478-3 墓所

ほだ 𣏒 4614 木材

ほだめし 穂例し 478-2 農初

ぼたもち 牡丹餅、飯団餅 4610 餅

ほたれがゆ 穂垂粥（占） 478-2 もちの粥

ほっけえ 法華会 466 仏（日蓮宗）

ほっけしゅう 法花宗、日蓮宗 466 仏（日蓮宗）

ほっこくまい 北国（の）米 4614 米類

ほとけまつり 仏祭（盆） 478-3 盆

ほとけまつり 仏祭（法事） 4713 法事等

ほね 骨 4713 法事等

ほねつぎ 骨つき 4713 休養

ほねやすめ 骨休メ 4713 休養

ほのぎ 穂木、穂之木 4616 土地

ほめる （作物を）誉る 477-2 畑作

ほやす 穂安 477-1 穂

ぼら ほら、鰡 4615 魚

ほら、ほらがい 螺貝、法螺貝、螺、ほら 465 楽器類

ぼらおいこみあみ 鰡追込網、鰡敷網 464 漁業

ぼん 盆 464 職人

ぼんえ 盆会 478-3 盆

ぼんおどり 盆踊 478-3 盆踊

ほんしん （松の）本真 478-1 年始門松

ほんじん 本陣 4616 交通

ぼんせっき 盆節季 463 決算等

ぼんてんべい 梵天、ほんてん幣 478-3 柱松

ほんとう、わきとう、より
とう

本当、脇当、寄当 466 神役

ほんびゃくしょう 本百姓 461 百姓

ぼんまつり 盆祭 478-3 盆

ぼんみち 盆道（造り） 478-3 盆道

ぼんめし 盆飯 4610 米・飯

ぼんれい 盆礼 478-3 盆

ま行
読み 用語 分類1 分類2 号

まいさらえ 舞さらへ 465 踊

まいそう 埋葬 4713 死

まいまい まいまい 465 踊

まえがみ 前髪（を取）、-を落 4713 元服

まえをおとす 前を落す 4713 元服

まき 薪 4614 木材

まきかえし 蒔返 477-2 麦作

まきのようい 薪之用意 478-3 迎年用意

まくわ 真鍬（馬鍬） 4611 農具

まくわうり 真桑瓜、まくわ瓜 477-2 他作物

ましん 麻疹 4713 病

ます、ますかき 舛、舛懸 4611 他

ますかき 舛懸 4713 老

まつ 松 4615 樹木

まつ （雌雄の）松 478-1 年始門松

まつかざり 松飾 478-1 年始門松

まつのうち 松之内 478-1 年始

まて 馬刀 4615 貝

まないた 真魚板 4611 飲食具

まねのもの 真似のもの（物まね） 465 芸能

ままこなし まゝ子なし 4610 米・飯

まめ 豆 477-2 豆

まめのこもち 豆ノ粉餅、豆の粉 4610 餅

まめまき 豆を蒔 478-4 節分

まゆ 眉 4713 女性

まり、てまり 鞠、手-、手毬、手まり 478-1 年始遊戯

まりしてん 摩利支天 466 仏（他）

まわりこう 廻り講 466 仏（他）

まわりやくし 廻薬師 466 仏（他）

まんざい 万歳 465 万歳

まんさく 万作（万歳） 465 歌

まんさく 満作 4615 魚

まんすいのうれい 満水の患 4616 水利

まんちゅういん 満中陰 4713 法事等

みあい 見合 4713 婚

みいわい 身祝（誕生） 4713 誕生

みいわい 身祝、身いわひ（正月） 478-1 年始

みうち 箕打 464 職人

みかくし 身隠 4713 死

みかん 柑、蜜柑、密柑 477-2 他作物

みき 神酒 4610 酒

みきとく 神酒徳 4610 酒

みずごえ 水肥 477-2 下肥等

みずごえ 下肥を忌む 477-2 下肥等

みずじゃや 水茶屋 464 客商売

みずた 水田 477-1 田

みずだな 水棚 478-3 盆

みずばしり 水走り（炊事場） 4616 家作

みずばた 水旗 466 祭り

みせ 店 463 市・店

みせん 弥山、ミせん 466 修験

みそ、とうがらし- 味噌、唐辛子- 4610 調味料

みそ、-や 味噌、-屋 464 商

みそぎ みそぎ、みそき 466 祈祷・祓

みち、みちつくり 道作、-造 472 互助

みちはししゅうほ 道・橋を修甫・繕 472 互助

みてのしょうがつ みての正月 478-2 小正月

みとり 見取、紙- 461 貢租

みなくちまつり 水口祭 477-1 苗代

みなづきのはらえ ミな月の祓、ミナ月-、-は
らへ

478-3 夏越

みの 蓑、簑 4614 縄類

みのがっぱ 蓑合羽 4611 作業着

みのがや 蓑茅 4615 草花

みのぐみ 美濃組、簑組 478-1 年始飾

みのごめ 葟子 4610 果物・野菜

みのむし 蓑虫 4615 虫

みぶねんぶつ 壬生念仏 466 仏（他）

みやじま 宮島 466 修験

みやまいり 宮参り（誕生） 4713 誕生



みやまかない 宮賄 4610 他

みゆき、ぎょうこう、と
ぎょ

神幸、御幸、行幸、渡御 466 神祭（他）

みょうが 冥加 4616 方言･用語

みょうけんさい 妙見、-祭 466 神祭（他）

みょうじもち 苗字持 461 百姓

むいかとしのよ 六日歳夜 478-2 六日歳夜

むいかび 六ケ日 478-3 盆

むかばき 行騰 469 晴着

むぎ 麦（麦常食：15-12） 477-2 麦作

むぎうらし 麦うらし、-熟し 478-3 麦作

むぎこうじ 麦糀 4610 酒

むぎこきやとい 麦こき雇 477-2 麦作

むぎさく 麦作 477-2 麦作

むぎた 麦田 477-2 麦作

むぎばたけ 麦畠 477-2 麦作

むぎはつほ 麦初穂 477-2 麦作

むぎほめ 麦を誉、-褒、-ほむる 477-2 麦作

むぎまき 麦蒔 477-2 麦作

むぎまきた 麦蒔田 477-2 麦作

むぎめし 麦飯 4610 米・飯

むぎもうし 麦告 477-2 麦作

むぎやす 麦やす 477-2 麦作

むぎわら 麦藁、麦わら 4611 藁

むぎわらだい 麦藁鯛 478-3 麦作

むくろじ むくろし 478-1 年始遊戯

むこいり 婿取、聟取 4713 婚

むこいり 婿入、聟- 4713 婚

むしおくり 虫送り、-おくり、むし- 477-1 虫送り

むしぎとう 虫祈祷 477-1 虫送り

むしけ 虫気、蝗気 477-1 虫送り

むしけら 虫螻 477-1 虫送り

むしせがき 虫施餓鬼 477-1 虫送り

むしまつり 虫祭（虫送り） 477-1 虫送り

むしゃえ 武者絵 478-3 五月節句

むじょうこう 無常講 472 講組

むしよけ （夏の）虫除 478-3 灌仏会

むしよけ （字を）逆さまに張 478-3 灌仏会

むしろ 莚、莞莚 4614 縄類

むねあげ 棟揚、棟上（之規式） 4713 家建

むねまつり 棟祭 4713 家建

めいにち 命日 4713 法事等

めいめいうえ 銘々植 477-1 田植え

めご めこ 4611 他

めしつかい 召仕 461 使用人

めつばりもち めつばり餅 4713 婚

めばる めはる 4615 魚

めふか めふか 4610 魚介・磯物

めんあげ 免上ケ 461 貢租

めんじつ 綿実 477-2 金肥

も 藻、海-、-葉、-汐、砂-、
かる-（肥料）

477-2 草木肥

もうし 申、告、もふし（祭事） 466 神祭（申し）

もうしあい 申合 472 しまり

もうしきかせ 申聞 472 しまり

もうしだん 申談 472 しまり

もうしむすび 申結ひ 4616 方言･用語

もうじゃのこうい 亡者の更衣 4713 法事等

もうじん 盲人 466 盲僧

もうそう、じじんきょうそ
う、-ほうし

盲僧、地神経僧、地神経
法師

466 盲僧

もうと 門男、亡土 461 百姓

もくさ 藻草 4615 磯

もくさ 藻草（を牛馬の頭に付け
る）

478-3 さばらい

もくだい 目代 461 役人

もぐら 土竜 4615 他

もち 餅 4610 餅

もち 望チ、もち（粥） 478-2 もちの粥

もち 餅（いのこ） 478-3 いのこ

もち 餅、-喰初（川渡） 478-3 川渡

もちぞえ 持そへ（副業） 464 その他

もちつき 餅搗（年末） 478-3 迎年用意

もちのかゆ もちの粥、餅の-、望之- 478-2 もちの粥

もちや 餅屋 464 商

もっとい、もとゆい 元結（職） 464 職人

もとで 元手 463 相場

ものはじめ 物初、物始 478-2 農初

もみ 籾 477-1 混納

もみひきうた 籾引歌 477-1 混納

もめん 木綿、木めん 4614 繊維類

もめんおり 木綿織 464 綿・絹

もめんぐるま 木綿車 464 綿・絹

ももかまいり 百日参、もゝか- 4713 誕生

ももざけ 桃酒 478-3 三月節句

ももて、-さい 百手、-祭、かんの的 466 神祭（他）

もものせっく 桃の節句 478-3 三月節句

ももばな 桃花、-の酒 478-3 三月節句

ももひき 股引 469 日常着

もやい 催合、催相 472 互助

もやいうえ 催合植 477-1 田植え

もやいだ 催相田 477-1 田

もやいりょう 催合漁 464 漁業

もよりこう 最寄講 472 講組

もりまつり、-もうし 森祭り、森申し 466 神祭（他）

もろむき、もろば 諸向、もろむき、もろも
き、諸ロ向キ、もろ葉、諸

478-1 年始飾

や行
読み 用語 分類1 分類2 号

やうつり 家移り 4713 家建

やきごめ 焼米 4610 米・飯

やきふ 焼き麩 4610 料理・具

やきもち 焼餅 4610 餅

やきもの 焼物 464 職人

やぐ 野具 4611 他

やくし 薬師 466 仏（他）

やくしょ （御）役所 461 役所



やくじんさい 疫神、-祭 466 神祭（他）

やくそくざけ 約束酒 4713 婚

やくよけ、-ばらい 厄除、除-、-払 4713 厄

やしき 屋敷 461 屋敷

やしょく 夜食 4610 他

やすみび 休日、休ミ日 4713 休養

やだけ、やはぎ 矢竹、矢をはぐ 4614 竹類

やといいれまさり 雇入勝 461 使用人

やといたてのだんじょ 傭立之男女 461 使用人

やといにんていのとりく
み

雇人体の取組 4713 婚

やどさがり 宿下り、帰宿 461 使用人

やどや 宿屋 464 宿

やね 屋根 4616 家作

やねし、やねふき 屋根師、-葺 464 職人

やぶいり 藪入、野父入 461 使用人

やぶさめ 流鏑馬 466 祭り

やまい 病 4713 病

やまいも 山芋 477-2 芋

やまいりをいむ 山入を忌、-嫌 478-2 山入忌日

やまかせぎ 山稼 464 職人

やまこ 山子 464 職人

やまごえ 山肥 477-2 草木肥

やましょく 山職 464 職人

やまだ 山田 477-1 田

やまとけ 山解 478-3 山解

やまとしより 山年寄 461 地下役人

やまぶし 山伏 466 修験

やまもり 山守 461 役人

やもめごろし、やもめ
ふるい

やもめ、孀殺し、やもめ
籭

4611 農具

やり 槍、鑓 478-3 五月節句

やをいる 矢を射る 478-1 年始

ゆい ゆひ、結 477-1 田植え

ゆい、いい ゆひ、結、いゝ、いひ、謂 472 互助

ゆいいれ 結入 4713 婚

ゆいうえ 結稙、いひ-、いゝ-（ゆ
い）

477-1 田植え

ゆいだ ゆひ田 477-1 田

ゆいのう 結納 4713 婚

ゆう、ふくゆう 祐、福祐 4616 方言･用語

ゆううえ 夕植 477-1 田植え

ゆうがお ゆふかほ 4615 草花

ゆうじょ、-や 遊女、-屋 464 客商売

ゆうまうえ 夕間植 477-1 田植え

ゆうみん 遊民 4713 休養

ゆきわ 雪輪 4611 藁

ゆさん 遊山 478-3 三月節句

ゆず 柚 4615 樹木

ゆずりは 楪（葉）、ゆつり-、讓り-、
いつり-

478-1 年始飾

ゆたて 湯立 466 祭り

ゆな 湯女 464 客商売

ゆみ 弓、破魔弓、半弓 4616 武器

ゆみはじめ 弓始 478-2 職初

よいまつり 宵祭 466 神祭（他）

ようき 陽気 4616 自然･天気

ようみょう 幼名 4713 元服

よがまだき 夜釜焚（浜子） 464 塩浜

よきこをもつのろい よき子をもつ呪 478-2 祝木

よしたけ よし竹 4615 竹

よそかせぎ、たこくかせ
ぎ

他所稼、-挊、他国- 464 出稼

よそぼうこう 他所奉公 464 出稼

よつつじ 四ツ辻 4616 交通

よど 夜度、よど、淀 466 神祭（他）

よまつり 夜祭 466 神祭（他）

よみきかせ 読聞せ 461 制法

よめいり 嫁入、娵-、娶- 4713 婚

よめとり 嫁取、娵鳥 4713 婚

よめひろう、しんぷひろ
う

娵披露、嫁-、新婦- 4713 婚

よもぎ 蓬、艾 4615 草花

よもぎたば 蓬束 478-3 五月節句

よもぎもち 艾餅 4610 餅

よもぎもち 蓬（の）餅、艾- 478-3 三月節句

よりあい 寄合、寄相 472 講組

よりこう 寄講、寄り-、小寄講 472 講組

よろこび 悦、歓（婚礼） 4713 婚

よろこびきゃく 歓（ひ）客、悦- 4713 婚

よろこびざけ 悦酒 4713 婚

よんさいいち 四斎（市） 463 市・店

ら行
読み 用語 分類1 分類2 号

らいしはじめ 耒耜初、-始 478-2 農初

りはい 離杯、離盃 461 使用人

りびょう 痢病 4713 病

りゅうがん、がんほどき立願、-解（ほどき）、願解 466 祈祷・祓

りゅうきゅういも 琉球芋 477-2 芋

りゅうじん 龍神 466 神（他）

りゅうとう 竜灯 466 神祭（海）

りょうしゅ 両種 4713 婚

りょうぞめ 漁初 464 漁業

りょうにん 漁人、漁者 464 漁業

りょうはつほ 漁初穂 464 漁業

りょうまつり 漁祭 466 神祭（海）

りょうをとめ 猟漁（を止） 478-3 盆

れいく 霊供 4713 法事等

れいしゅ 冷酒 4610 酒

れいすけ れいすけ（あなご） 4610 魚介・磯物

れいせん 礼銭 463 銭

れいぜん 霊膳 4713 法事等

ろあけ 炉開、炉を明 478-3 いのこ

ろうそう 老僧（浜子） 464 塩浜

ろくさいいち 六斎（市） 463 市・店

ろくさいねんぶつ 六斎念仏 466 仏（他）

ろくしょう 録青（緑青） 4614 鉱物

ろくどう 六銅 463 銭



ろくろ ろくろ 4611 他

わ行
読み 用語 分類1 分類2 号

わおどり 輪踊、-躍（盆） 478-3 盆踊

わおどり 輪踊、車-（氏神祭礼） 478-3 氏神祭礼

わかえびす 若胡 466 エビス

わかこう 若講 466 仏（真宗）

わかざり 輪飾 478-1 年始飾

わかながゆ 若菜粥（→七草粥） 478-2 七草

わかまつ 若松、若まつ 478-1 年始門松

わかみず 若水 478-1 年始

わかめ 和布 4610 魚介・磯物

わかめし 若飯 478-1 年始飲食

わかもち 若餅 478-3 一日正月

わきあけ 脇明け 4713 元服

わく 籰 464 綿・絹

わけだわら 分ケ俵 4713 運搬

わさうえ わさ植 477-1 田植え

わさん 和讃 466 仏（禅宗）

わし 和市 463 相場

わせ 早稲 477-1 田

わた 綿 4614 繊維類

わたうち 綿打 464 綿・絹

わたうり 綿売 464 綿・絹

わたがえ 綿替 464 綿・絹

わら 藁、わら 4611 藁

わらいこう 笑ひ講 466 神祭（他）

わらうま 藁馬（とへ） 478-2 とへ

わらうま 藁馬（虫送り） 477-1 虫送り

わらじ 草鞋、藁鞋、八代草鞋 4611 作業着

わらづと 藁苞 4611 藁

わらにんぎょう わら人形、藁（の）人形 466 祭り

わらにんぎょう 藁人形　わら人形（虫送
り）

477-1 虫送り

わらのうぐ 藁の農道具 4611 藁

わらのしび 藁のしび 4611 藁

わらび 蕨、わらひ 4610 果物・野菜

わらびなわ 蕨縄 4614 蕨繊維

わらびのせん 蕨のせん、蕨くずのせ
ん、蕨繊

4614 蕨繊維

わらふね 藁船、麦藁船 477-1 虫送り

わりご 割子飯、わりご 4610 米・飯

わりはさみ 割はさみ（豆） 4611 農具

わるくち 悪口 478-2 とんど

わん 椀 464 職人


