
千葉児言語地図

伊 藤 直 美

注

1.当言語地図は本誌第20号の続きである｡

2.｢はたけ｣の方言形資料は本誌第20号参照｡
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｢かかと｣

kakato

(29例)

5793-63-15 銚子市 新生町

5792-31-91 香取郡 多古町 東松崎 塙 松葉

-36-20 干潟町 桜井

-43-67 鏑木

-61-75 八日市場市 大浦 宮和田

-66-98 旭市 上宿

-82-01 八日市場市 万町

6702-ll-22 匝嵯郡 光町 目篠

-31-33 山武郡 横芝町 尾形 立会

6701-09-62 横芝 上町

-36-52 成東町 和田

-45-75 姫島

-75-21 東金市 北之幸谷 川場

-76-18 御門

-77-84 山武郡 九十九里町 片貝 前里

-91-78 大網白里町 平沢

-94-42 柿餅

-96-86 北今泉

6711-13-65 茂原市 萱場

-16-08 山武郡 大網白里町 南今泉

-24-35 長生郡

-25-37

-25-81

-45-22

-45-96

-53-58
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牛込

観音堂

中里中部
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-55-70 -松

-64-80 金田

一74-65 一宮町 桜馬場

kakado

(8例)

kagato

(23例)

5793-54-85 銚子市 川口市

-62-19 唐子町

-63-15 新生町

5792-40-14 香取郡 多古町 南玉造 志代地

-58-78 海上郡 海上町 倉橋 川向

-59-36 銚子市 猿田町

-69-85 海上郡 飯岡町 塙新町 八木

-89-01 旭市 中谷里 行内

5793-54-85 銚子市 川口市

-74-14 小畑町

-74-50 高神西町

-80-13 海上部 飯岡町 上永井

5792-27-73 香取郡 東庄町 小南 中宿 新田

131-91 多古町 東松崎 塙 松葉

-47-58 海上郡 海上町 岩井

-55-24 旭市 新町 仲町

5791-89-78

-99-66

6702-ll-08

6701-36-52

-45-75

-57-10

匝嵯郡 光町 小川台

虫生

野栄町 堀川 宿

山武郡 成東町 和田

姫島

東金市 武射田 上武射田
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-66-07 関内

-67-12 東中

一77-84 山武郡 九十九里町 片里 前里

-86-32 東金市 関下

-95-72 山武郡 大網白里町 九十根

6711-04-97 茂原市 粟生野

-16-08 山武郡 大網白里町 南今泉

6711-44-96 長生郡 長生村 本郷

kag8ato
(1例)

kavlatO

(17例)

5792-06-13 香取郡 東庄町 笹川

5793-61-24 銚子市 高野町 親田

-70-66 高野町

5792-17-86 香取郡 東庄町 宮本

-45-94 旭市 新町 上町

-55-24 仲町

-75-41 井戸野

-75-64 仁玉

-81-10 八日市場市 富岡

-86-48 旭市 西足洗浜

-92-38 八日市場市 高八市

6701-17-43

-29-76

-38-42

-72-92

-97-93

6711-15-53

山武郡 松尾町 金尾

下武射

成東町 上横地

大網白里町 金谷郷

九十九里町 真亀 真亀納屋

大網白里町 清水
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ー31-34 茂原市 小林

kagado

(21例)

kavado

(12例)

5793-30-80 銚子市 塚本町

-74-14 小畑町

-86-36 長崎町

-86-46 長崎町

5792-07-13 香取郡 東庄町 笹口 鹿野戸

-16-41 窪野谷

-47-58 海上郡 海上町 岩井

-51-71 八日市場市 横須賀

-53-48 香取郡 干潟町 万力 三軒家

5792-58-78 海上郡 海上町 倉橋 川向

-68-60 蛇園 前野

-73-18 旭市 川ロ

ー73-75 八日市場市 東谷

-74-83 旭市 泉川

- 77-53 東足洗

-86-80 中谷里

-89-01 行内

-94-43 八日市場市 吉崎区 中瀬古

-95-34 旭市 神宮寺浜

6702-03-20 匝嵯郡 野栄町 ●野手

6701-69-41 山武郡 成東町 井之内

5793-84-21 銚子市 犬若

-84-36 銚子市 長崎町

5792-18-44 香取郡 東庄町 東今泉

-120-



-35-24 干潟町 清原

-36-20 桜井

-44-05 両堀之内町

-65-64 旭市 馬場

-73-75 八日市場市 東谷

-78-51 海上郡 飯岡町 下宿

-93-22 八日市場市 西小笹

6702-00-68 匝嵯郡 光町 宮川 入

-13-51 野栄町 新堀 砂間

ka!】ato
(7例)

kaado

(7例)

6701-07-53

-17-43

-27-24

-48-73

6701-48-83

-69-40

-97-93

山武郡 松尾町 谷津

金尾

下大蔵

成東町 草深

山武郡 成東町 草深

井之内浜

九十九里町 真亀 真亀納屋

5792-91152 匝嵯郡 光町 東陽地区 西高野

5791-88-94 山武郡 横芝町 木戸台

6702-02-62 匝嵯郡 野栄町 川辺 杓子

-21-42 光町 木戸

-30-34 山武郡 蓮沼村 川面

-31-06 匝嵯郡 光町 関

6701-59-40 山武郡 成東町 松ヶ谷
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ka=to

(1例)

katto

(1例)

6711-65-33 長生郡 長生村 竜宮谷

6701196-67 山武郡 九十九里町 真亀 真亀上
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｢いなご｣

inago

(14例)

InagO

(3例)

InaVO

(1例)

inaDO

(24例)

5792-17-86 香取郡 東庄町 宮本

5791-89-78 匝嵯郡 光町 小川台

6701-38-42 山武郡 成東町 上横地

-72-92 大網白里町 金谷郷

-75-21 東金市 北之幸谷 川場

-77-84 山武郡 九十九里町 片貝 前里

194-42 大網白里町 柿餅

-95-72 九十根

-96-67 九十九里町 真亀 真亀上

-96-86 大網白里町 北今泉

6711-24-35 長生郡 白子町 福島

-25-37 牛込

-25-81 観音堂

-45-22 中里中部

5792-27-73 香取郡 東庄町 小南 中宿 新田

-47-58 海上郡 海上町 岩井

-86-80 旭市 中谷里

5792-75-41 旭市 井戸野

5793-63-15 銚子市 新生町

-80-13 海上部 飯岡町 上永井

5792-17-86 香取郡 東庄町 宮本

-58-78 海上郡 海上町 倉橋 川向

-81-10 八日市場市 富岡
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-92-38 高八市

6702-02-62 匝嵯郡 野栄町 川辺 杓子

-ll-22 光町 目篠

-31-33 山武郡 横芝町 尾形 立会

6701-07-53 松尾町 谷津

6701-09-62 山武郡 横芝町 横芝 上町

-29-76 松尾町 下武射

-36-52 成東町 和田

-38-42 上横地

-48-73 草深

-48-83 草深

-59-40 松ヶ谷

-66-07 東金市 関内

-69-41 山武郡 成東町 井之内

-76-18 東金市 御門

6711-15-53 山武郡 大網白里町 清水

-64-80 長生郡 長生村 金田

一74-65 一宮町 桜馬場

Ina!】0
(15例)

5793-54-85 銚子市 川口市

-62-19 唐子町

174-50 高神西町

-84-21 犬若

-84-36 長崎町

-84-46 長崎町

5792-73-18 旭市 川ロ

ー78-51 海上郡 飯岡町 下宿
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-82-01 八日市場市 万町

-89-01 旭市 中谷里 行内

5791-88-94 山武郡 横芝町 木戸台

6701-17-43 松尾町 金尾

-57-10 東金市 武射田 上武射田

6711-04-97 茂原市 粟生野

-55-70 長生郡 長生村 一松

'1'na80

(1例)

号nago

(1例)

nagO

(1例)

naVO

(1例)

na=gO

(4例)

nay_VO

(1例)

naOO

(3例)

5792-51-71 八日市場市 横須賀

6701-86-32 東金市 閲下

6701-86-32 東金市 関下

6701-67-12 東金市 東中

5792-91-95 匝嵯郡 光町 小田部

6701-59-40 山武郡 成東町 松ヶ谷

-77-84 九十九里町 片貝 前里

-86-32 東金市 関下

5792-95-34 旭市 神宮寺浜

5792-93-22 八日市場市 西小笹

6701-07-53 山武郡 松尾町 谷津
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na=gO
(26例)

5792-61-75 八日市場市 大浦 宮和田

-73-18 旭市 川ロ

ー73-75 八日市場市 東谷

-74-83 旭市 泉川

-81-10 八日市場市 富岡

-82-01 万町

-86-80 旭市 中谷里

一94-43 八日市場市 吉崎区 中瀬古

5791-88-94 山武郡 横芝町 木戸台

-99-66 匝嵯郡 光町 虫生

6702-00-68 宮川入

-03-20 野栄町 野手

-ll-22 光町 日篠

-ll-08 野栄町 堀川 宿

-13-51 新堀 砂間

-21-42 光町 木戸

-31-06 関

-31-33 山武郡 横芝町 尾形 立会

6701-09162 山武郡 横芝町 横芝 上町

-17-43 松尾町 金尾

-27-24 下大蔵

-36-52 成東町 和田

-48-73 草深

-48-83 成東町 草深

-57-10 東金市 武射田 上武射田

-69-40 山武郡 成東町 井之内浜

-76-18 東金市 御門
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na!〕gO

(9例)

na=ggO

(2例)

na!〕gO

(9例)

hattori

(8例)

6701-91-78 山武郡 大網白里町 平沢

-95-72 九十根

6711-13-65 茂原市 萱場

-25-81 長生郡 白子町 観音堂

-31-34 茂原市 小林

-44-96 長生郡 長生村 本郷

-45-96 -松成

一53-58 北水口

-65-33 竜宮台

6701-96-67 山武郡 九十九里町 真亀 真亀上

-97-93 真亀 真亀納屋

6702-30-34 山武郡 蓮沼村 川面

6701-36-52 山武郡 成東町 和田

-45-75 姫島

-66-07 東金市 関内

6711-15-53 山武郡 大網白里町 清水

-16-08 南今泉

-24-35 長生郡 白子町 福島

-45-22 中里中部

一74-65 一宮町 桜馬場

5793-30-80 銚子市 塚本町

-62-19 唐子町

-80-13 海上郡 飯岡町 上永井

5792-06-13 香取郡 東庄町 笹川
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ー17-86

-18-44

宮本

東今泉

-35-24 干潟町 清原

-36-20 桜井

-45-94 旭市 新町 上町

-47-58 海上部 海上町 岩井

-58-78 倉橋 川向

-59-36 銚子市 猿田町

-65-64 旭市 馬場

-66-98 上宿

-77-53 東足洗

-78-51 海上郡 飯岡町 下宿

-86-48 旭市 西足洗浜

-89-01 中谷里 行内

hattorI

(6例)

hattorT

(2例)

inemuJJli
(3例)

5792-07｢13 香取郡 東庄町 笹口 鹿野戸

-16-41 窪野谷

-18-44 東今泉

-44-05 干潟町 南堀之内町

-55-24 旭市 新町 仲町

-73-18 川口

5792-68-60 海上郡 海上町 蛇園 前野

-94-43 八日市場市 吉崎区 中瀬古

5793-61-24 銚子市 高野町 親田

-70-66 高野町
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-86-48 旭市 西足洗浜

ineulmuIJi

(2例)

Inemu耳i

(1例)

haneko

(4例)

kaneko

(2例)

haneko=

(1例)

han号kko

(1例)

hanetJo

(1例)

hanettJo

(1例)

5793-74-14 銚子市 小畑町

5792-69-85 海上郡 飯岡町 塙新町 八木

5792-89-01 旭市 中谷里 行内

5792-40-14 香取郡 多古町 南玉造 志代地

-43-67 干潟町 鏑木

-53-48 万力 三軒家

-75-64 旭市 仁玉

5792-51-71 八日市場市 横須賀

-91-52 匝嵯郡 光町 東陽地区 西高野

5792-31-91 香取郡 多古町 東松崎 塙 松葉

5792-91-52 匝嵯郡 光町 東陽地区 西高野

5793-74-50 銚子市 高神西町

5793-70-66 銚子市 高野町

(いとう･なおみ 第40回卒業生)
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