
石川県魚類方言集

発　行石川県水産試験場



　魚類は日本人の生活と深いかかわりあいを持ってきたことはいうまでもないが、それ

だけに日本全国各地でさまざまな方言で呼ばれている。同様に、同じ石川県内でも地方

によっていろいろな呼称がある。

　漁獲統計の作成作業や魚類の生態および資源の研究によって、対象生物の分類を明確

にしておくことは最も基本的な事柄である。また、水産に関する試験・研究にとっても

漁業者と研究者とが互いに情報を交換しあう必要性が、今後ますます高まると思われる。

　そのような時に、両者が口にしている魚が同一のものでないということも、おおいに

考えられる。この方言集はこのような魚の呼び名の違いによる混乱を防ぐためにも役立

てていただければ幸いである。

昭和60年3月

石川県水産試験場長

－1－

町　中　　　茂

発 刊 の こ と ば



発刊のことば 1

凡　例 3

魚類標準和名・方言対称表 4

　ア 4 シ 10 ヌ ／ メ 16
　イ 4 ス 10 ネ 12 モ ／
　ウ 6 セ 10 ノ 12 ヤ 18
　エ 6 ソ 10 ハ 12 ユ 18
　オ 6 タ 10 ヒ 14 ヨ 18
　カ 6 チ 12 フ 14 ラ ／
　キ 8 ツ 12 ヘ ／ リ ／
　ク 8 テ 12 ホ 14 ル ／
　ケ 8 ト 12 マ 14 レ ／
　コ 8 ナ 12 ミ 16 ロ ／
　サ 10 ニ 12 ム 16 ワ ／

水産生物標準和名・方言対称表 20

ア～ヨ 20～23

魚類方言・標準和名対称表 24

あ 24 し 31 ぬ ／ め 40
い 25 す 32 ね 36 も 40
う 25 せ 33 の 36 や 41
え 25 そ 33 は 36 ゆ ／
お 26 た 33 ひ 37 よ 41
か 26 ち 34 ふ 38 ら ／
き 28 つ 34 へ 38 り ／
く 28 て 34 ほ 39 る ／
け 29 と 34 ま 39 れ 41
こ 29 な 35 み ／ ろ 41
さ 30 に 35 む 40 わ 41

水産生物方言・標準和名対称表 42

あ～よ 42～44

－2－

総　　　目　　　次



1．本書は〈標準和名・方言対称表〉，〈方言・標準和名対称表〉の2種類からなっている。

2．標準和名・方言対称表では左に標準和名をアイウエオ順に配置し、その右の方の欄

を見れば、その魚が県下の各地でどのように呼ばれているかがわかる。

3．方言・標準和名対称表では左に方言をアイウエオ順に配置し、その右の方を見れば

その魚の標準和名がわかるようになっている。

4．これらの2表は魚類とその他の水産生物とに別けて作ってある。

5．標準和名と学名は、主として日本産魚名大辞典（三省堂）により、新日本動物図鑑

（北隆館）なども一部参照した。
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魚類標準和名・方言対称表
№ 標準和名 学　　　　名 科　　名 橋　　立 金　　沢 七　　塚 輪　　島 珠　　洲 宇　出　津 石　　崎 七　　尾

1 アイナメ Hexagrammos  otakii アイナメ科 あぶらめ あぶらめ しじゅう しじう しじゅう
しじゅう

2 アオザメ Ｉsurus  oxyrinchus ネズミザメ科 わん わん わん わん
ふか
あおめ

3 アカアマダイ Ｂｒａｎｃｈｉｏｓｔｅｇｕｓ　ｊａｐｏｎｉｃｕｓ アマダイ科 くじだい くじろだい くぢだい くぢ くずだい
あま くぢだい うずだい

4 アカエイ Ｄａｓｙａｔｉｓ　ａｋａｊｅｉ アカエイ科 えい えー あかえい えい えい
あかえー えー

5 アカカマス Ｓｐｈｙｒａｅｎａ　ｐｉｎｇｕｉｓ カマス科 かます かます かます かます かます
6 アカガレイ Ｈｉｐｐｏｇｌｏｓｓｏｉｄｅｓ　ｄｕｂｉｕｓ カレイ科 あかがれい あかがれ あかがれい まがれい
7 アカシタビラメ Ｃｙｎｏｇｌｏｓｓｕｓ　ｊｏｙｎｅｒｉ ウシノシタ科 あかねじら
8 アカハゼ Ｃｈａｅｔｕｒｉｃｈtｈｙｓ　ｈｅｘａｎｅｍａ ハゼ科 のた
9 アカマンボウ Ｌａｍｐｒｉｓ　ｇｕｔｔａｔｕｓ アカマンボウ科

10 アカムツ Ｄｏｅdｅｒｌｅｉｎｉａ　ｂｅｒｙｃｏｉdｅｓ スズキ科 のどぐろ のどぐろ のどぐろ のどぐろ のどぐろ のどぐろ
のど

11 アカメフグ Ｔａｋｉｆｕｇｕ　ｃｈｒｙｓｏｐｓ マフグ科 ふく さくらぶく てぶふぐ
12 アカヤガラ Ｆｉｓｔｕｌａｒｉａ　ｃｏｍｍｅｒｓｏｎｉｉ ヤガラ科
13 アゴゲンゲ Ｐｅｔｒｏｓｃｈｍｉｄｔｉａ　ｔｏｙａｍｅｎｓｉｓゲンゲ科 げんげんぼ かたくにゃら くろげんげ
14 アサヒアナハゼ Ｐｓｅｕｄｏｂｌeｎｎｉｕｓ　ｃｏｔｔｏｉｄｅｓ カジカ科 ぼんだい
15 アナハゼ Ｐｓｅｕｄｏｂｌｎｎｉｕｓ　ｐｅｒｃｏｉｄｅｓ カジカ科 だらもん
16 アバチャン Ｃｒｙｓｔａｌｌｉａｓ　ｍａｔｓｕｓｈｉｍａｅ クサウオ科
17 アブラツノザメ Ｓｑｕａｌｕｓ　ａｃａｎｔｈｉａｓ ツノザメ科 だいご けんざめ さめ さめ
18 アミメハギ Ｒｕｄａｒｉｕｓ　ｅｒｃｏｄｅｓ カワハギ科 しおこき

しょぽっぽー
19 アミモンガラ Ｃａｎｔｈｉｄｅｒｍｉｓ　ｍａｃｕｌａｔｕｓ モンガラカワハギ科
20 アラ Ｎｉｐｈｏｎ　ｓｐｉｎｏｓｕｓ スズキ科 あら あら あら あら
21 アラメガレイ Ｔａｒｐｈｏｐｓ　ｏｌｉｇｏｌｅｐｉｓ ヒラメ科
22 アンコウ Ｌｏｐｈｉｏｍｕｓ　ｓｅtｉｇｅｒｕｓ アンコウ科 あんこう あんこう あんこう ちょうちんあんこう

あんこう
23 イサキ Ｐａｒａｐｒｉｓｔｉｐｏｍａ　ｔｒｉｌｉｎｅａｔｕｍ イサキ科 いさき いさき しまあじ しまあじ
24 イシガキダイ Ｏｐｌｅｇｎａｔｈｕｓ　ｐｕｎｃｔａｔｕｓ イシダイ科 こちだい こつだい いしがきだい
25 イシガレイ Ｋａｒｅｉｕｓ　ｂｉｃｏｌｒａｔｕｓ カレイ科 しろがれい かれい いしがれい
26 イシダイ Ｏｐｌｅｇｎａｔｈｕｓ　ｆａｓｃｉａｔｕｓ イシダイ科 ちんちんだい たかぽー ちんちん ちんちん たかば ちんた

たかば ちや ななきり しまだい ちんた ちん
ちゃかんぽこ しまだい しいだい しまだい しまだい

しま ちんちん
ななきり しま

ななきり
27 イシナギ Ｓｔｅｒｅｏｌｅｐｉｓ　ｄｏｅｄｅｒｌｅｉｎｉ スズキ科 げんざぶろう おいうお おうよう おういお おおよ おおよ

おおいお おおよ
28 イズカサゴ Ｓｃｏｒｐａｅｎａ　ｉｚｅｎｓｉｓ フサカサゴ科
29 イソカサゴ Ｓｃｏｒｐａｅｎｏｄｅｓ　ｌｉｔｔｏｒａｌｉｓ カサゴ科 ごっとはちめ がっとばちめ うぐいす
30 イトベラ Ｐｓｅｕｄｏｌａｂｒｕｓ　ｇｒａｃｉｌｉｓ ベラ科 いとりぺんちょう いとりぺんちょう いとより

いとりぺんちょう
31 イネゴチ Ｃｏｃｉｅｌｌａ　ｃｒｏｃｏｄｉｌａ コチ科 ざごち こち こち こち
32 イボダイ Ｐｓｅｎｏｐｓｉｓ　ａｎｏｍａｌａ イボダイ科
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魚類標準和名・方言対称表(続き１）
№ 標準和名 学　　　　名 科　　名 橋　　立 金　　沢 七　　塚 輪　　島 珠　　洲 宇　出　津 石　　崎 七　　尾
33 ウスバハギ Ａｌｕｔｅｒｕｓ　ｍｏｎｏｃｅｒｏｓ カワハギ科 かいのつら びんぼー ばいおりん あしかん

うまづらはぎ
34 ウスメバル Ｓｅｂａｓｔｅｓ　ｔｈｏｍｐｓｏｎｉ カサゴ科 やなぎばちめ やなぎはちめ やなぎばちめ やなぎばちめ やなぎばちめ

つんのめ
35 ウマヅラハギ Ｎａｖｏｄｏｎ　ｍｏｄｅｓｔｕｓ カワハギ科 ばくち ばくちこき かわはぎ ばくちこき ばく ばく

はぎ ばく うまのづら かわさこ
ばくち ばく ばくち
かわ ばくだい かわさく
こんもり こんもり

36 ウミタナゴ Ｄｉｔｒｅｍａ　ｔｅｍｍｉｎｃｋｉ ウミタナゴ科 たなご たなご たなご たなご ぜんかい 　たなご
ぜん

37 ウルメイワシ Ｅｔｒｕｍｅｕｓ　ｔｅｒｅｓ ウルメイワシ科 どーこ うるめ どんぼー どんぼー うるめ
どっこ めがねいわし(小）

38 ウロコガレイ Ｌｅｐｉｄｏｂｌｅｐｈａｒｏｎ　ｏｐｈｔｈａｌｍｏｌｅｐｉｓ コケビラメ科 ろしやがれい ろすけがれい
39 エビスダイ Ｏｓｔｉｃｈｔｈｙｓ　ｊａｐｏｎｉｃｕｓ イットウダイ科 なんぽだい
40 オアカムロ Ｄｅｃａｐｔｅｒｕｓ　ｒｕｓｓｅｌｌｉｉ アジ科 ひめあじ ひめあじ ひめあじ あかあじ
41 オキアジ Ｃａｒａｎｘ　ｈｅｌｖｏｌｕｓ アジ科
42 オキアナゴ Ｃｏｎｇｒｉｓｃｕｓ　ｍｅｇａｓｔｏｍｕｓ アナゴ科 くろんぼ
43 オキタナゴ Ｎｅｏｄｉｔｒｅｍａ　ｒａｎｓｏｎｎｅｔｉ ウミタナゴ科 もだつ もだつ もだつ
44 オキトラギス Ｐａｒａｐｅｒｃｉｓ　ｍｕｌｔｉｆａｓｃｉａｔａ トラギス科 とらぎす
45 オキヒイラギ Ｌｅｉｏｇｎａｔｈｕｓ　ｒｉｖｕｌａｔｕｓ ヒイラギ科
46 オニオコゼ Ｉｎｉｍｉｃｕｓ　ｊａｐｏｎｉｃｕｓ オニオコゼ科 やまのかみ おくじ おこぜ おこぜ おこぜ おこぜ
47 オヒョウ Ｈｉｐｐｏｇｌｏｓｓｕｓ　ｓｔｅｎｏｌｅｐｉｓ カレイ科 おひょう
48 オヤビッチャ Ａｂｕｄｅｆｄｕｆ　ｖａｉｇｉｅｎｓｉｓ スズメダイ科
49 カイワリ Ｃａｒａｎｘ　ｅｑｕｕｌａ アジ科
50 カサゴ Ｓｅｂａｓｔｉｓｃｕｓ　ｍａｒｍｏｒａｔｕｓ カサゴ科 どこ

だるま
がんがん

51 カタクチイワシ Ｅｎｇｒａｕｌｉｓ　ｊａｐｏｎｉｃａ カタクチイワシ科 かたくち かたくち かたくち じゃじゃぼ かたくち
じゃぼ てっぽう
じゃみ さざぼ

52 カツオ Ｅｕｔｈｙｎｎｕｓ　ｐｅｌａｍｉｓ サバ科 かつお かつお まんだら いせがつお
せんがつお

53 カナガシラ Ｌｅｐｉｄｏｔｒｉｇｌａ　ｍｉｃｒｏｐｔｅｒａ ホウボウ科 かながしら かながしら かながしら かながしら
い い

54 カナド Ｌｅｐｉｄｏｔｒｉｇｌａ　ｇｕｅｎｔｈｅｒｉ ホウボウ科 まつむし かながしら かながしら かながしら かながしら
55 カラス Ｔａｋｉｆｕｇｕ　ｐｓｅｕｄｏｍｍｕｓ マフグ科 ふく くろふぐ さばふぐ

まふぐ
56 カラフトマス Ｏｎｃｏｒｈｙｎｃｈｕｓ　ｇｏｒｂｕｓｃｈａ サケ科 ます ます あおます あおます

ます ちがいます
57 カワハギ Ｓｔｅｐｈａｎｏｌｅｐｉｓ　ｃｉｒｒｈｉｆｅｒ カワハギ科 けんけら ばくちこき こんもり おとこ かくばく ばく

ばく ばくだい ばくち
かわ ばくちこき
はぎ こんもり

58 ガンギエイ Ｒａｊａ　ｋｅｎｏｊｅｉ ガンギエイ科 こっぺ こっぺー こんぺ
かすべ かすべ

59 ガンゾウビラメ Ｐｓｅｕｄｏｒｈｏｍｂｕｓ　ｃｉｎｎａｍｏｎｅｕｓ ヒラメ科 ばんごう
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魚類標準和名・方言対称表(続き２）
№ 標準和名 学　　　　名 科　　名 橋　　立 金　　沢 七　　塚 輪　　島 珠　　洲 宇　出　津 石　　崎 七　　尾
60 カンパチ Ｓｅｒｉｏｌａ　ｄｕｍｅｒｉｌｉ アジ科 ひいらぎ はたはた かんぱち

はたけ
61 キジハタ Ｅｐｉｎｅｐｈｅｌｕｓ　ａｋａａｒａ ハタ科 なめとこ なめら なめら なめら なめとこ なめら なめら

なめら なめりばちめ なめとこ
なめら よねず

たけめ
62 キダイ Ｄｅｎｔｅｘ　ｔｕｍｉｆｒｏｎｓ タイ科 べんだい べんだい ちめんれんこ べんだい めっき

めっきだい (小小） べんつきだい べん
れんこ べんだい
べんだい

63 キツネメバル Ｓｅｂａｓｔｅｓ　ｖｕｌｐｅｓ カサゴ科 くろから くろから くろから ぼっとばちめ
64 キヌバリ Ｐｔｅｒｏｇｏｂｉｕｓ　ｅｌａｐｏｉｄｅｓ ハゼ科 たんちょこ たんちょこ たんちょこ

のた
65 キハダ Ｔｈｕｎｎｕｓ　ａｌｂａｃａｒｅｓ サバ科 きわだ きわだ
66 キュウセン Ｈａｌｉｃｈｏｅｒｅｓ　ｐｏｅｃｉｌｅｐｔｅｒｕｓ ベラ科 べら もくぢ あくぢ あくじ（♀）

あくぢ じゃんこ（♂）
67 ギンカガミ Ｍｅｎｅ　ｍａｃｕｌａｔａ ギンカガミ科
68 ギンポ Ｅｎｅｄｒｉａｓ　ｎｅｂｕｌｏｓｕｓ ニシキギンポ科 かみそりいおげろま てきろ ながめ ひでり

ながらめ ながめ
69 クサフグ Ｔａｋｉｆｕｇｕ　ｎｉｐｈｏｂｌｅｓ マフグ科 ふく めじょふぐ てぶふぐ
70 クサヤモロ Ｄｅｃａｐｔｅｒｕｓ　ｍａｃｒｏｓｏｍａ アジ科
71 クジメ Ｈｅｘａｇｒａｍｍｏｓ　ａｇｒａｍｍｕｓ アイナメ科 あぶらめ あぶらめ
72 クマサカフグ Ｌａｇｏｃｅｐｈａｌｕｓ　ｌａｇｏｃｅｐｈａｌｕｓ マフグ科 ふく くまさかふぐ くまさかふぐ

　　ｏｃｅａｎｉｃｕｓ
73 クラカケトラギス Ｐａｒａｐｅｒｃｉｓ　ｓｅｘｆａｓｃｉａｔａ トラギス科
74 クロウシノシタ Ｐａｒａｐｌａｇｕｓｉａ　ｊａｐｏｎｉｃａ ウシノシタ科 ねじら ねずら ねずら ねじた ねじた ねじた

ねじら わらじがれい
ねじり

75 クロカジキ Ｍａｋａｉｒａ　ｍａｚａｒａ サバ科 さわら かじき かじき
76 クロソイ Ｓｅｂａｓｔｅｓ　ｓｃｈｌｅｇｅｌｉ カサゴ科 そい そい がっとばちめ がっとばちめ くろから くろから

くろばちめ くろそい
77 クロダイ Ａｃａｎｔｈｏｐａｇｒｕｓ　ｓｃｈｌｅｇｅｌｉ タイ科 くろだい かわだい かわだい かわだい かわだい(大） かわだい(大）

てん ちん(小） ちん(小） ちんた(中，小）
78 クロマグロ Ｔｈｕｎｎｕｓ　ｔｈｙｎｎｕｓ サバ科 しびこ はがそお めじ しびこ でぶろくかつお

めじ めじ しびこ めじ
よわわ まぐろ まぐろ しわか

しび しび
79 クロメジナ Ｇｉｒｅｌｌａ　ｍｅｌａｎｉｃｈｔｈｙｓ メジナ科
80 ゲンロクダイ Ｃｈａｅｔｏｄｏｎ　ｍｏｄｅｓｔｕｓ チョウチョウウオ科
81 コショウダイ Ｐｌｅｃｔｏｒｈｙｎｃｈｕｓ　ｃｉｎｃｔｕｓ イサキ科
82 ゴテンアナゴ Ａｎａｇｏ　ａｎａｇｏ アナゴ科 よーか
83 コノシロ Ｃｌｕｐａｎｏｄｏｎ　ｐｕｎｃｔａｔｕｓ コノシロ科 こはだ このしろ このしろ このしろ べっと べっと

べっとう このしろ
84 コブダイ Ｓｅｍｉｃｏｓｓｙｐｈｕｓ　ｒｅｔｉｃｕｌａｔｕｓ ベラ科 もくぢ もくえん むくじ

もくえん もくぢ もくえん
85 ゴマサバ Ｓｃｏｍｂｅｒ　ａｕｓｔｒａｌａｓｉｃｕｓ サバ科 ごまさば ごまさば ごまさば
86 ゴマフグ Ｔａｋｉｆｕｇｕ　ｓｔｉｃｔｏｎｏｔｕｓ マフグ科 ふく さばふぐ
87 コモンサカタザメ Ｒｈｉｎｏｂａｔｏｓ　ｈｙｎｎｉｃｅｐｈａｌｕｓ サカタザメ科
88 コンペイトウ Ｅｕｍｉｃｒｏｔｒｅｍｕｓ　ｂｉｒｕｌａｉ ダンゴウオ科

－8－ －9－



魚類標準和名・方言対称表(続き３）
№ 標準和名 学　　　　名 科　　名 橋　　立 金　　沢 七　　塚 輪　　島 珠　　洲 宇　出　津 石　　崎 七　　尾
89 サギフエ Ｍａｃｒｏｒｈａｍｐｈｏｓｕｓ　ｓｃｏｌｏｐａｘ サギフエ科
90 サクラマス Ｏｎｃｏｒｈｙｎｃｈｕｓ　ｍａｓｏｕ サケ科 ます ます さくらます ほんます ます

ほんます ひらます ひらます
ほんます

91 サケ Ｏｎｃｏｒｈｙｎｃｈｕｓ　ｋｅｔａ サケ科 さけ ます さけ とき さけ
92 ササウシノシタ Ｈｅｔｅｒｏｍｙｃｔｅｒｉｓ　ｊａｐｏｎｉｃｕｓ ササウシノシタ科 しまねじら しまねずら しまねぢら まじた ねじた ねじた

ねじた
93 ササノハベラ Ｐｓｅｕｄｏｌａｂｒｕｓ　ｊａｐｏｎｉｃｕｓ ベラ科 かにたき かまたき かまたき

しおやき
94 サバフグ Ｌａｇｏｃｅｐｈａｌｕｓ　ｌｕｎａｒｉｓ　ｓｐａｄｉｃｅｕｓ マフグ科 きんぶく さめぶく きんぶぐ きんぶぐ ふぐ
95 サメガレイ Ｃｌｉｄｏｄｅｒｍａ　ａｓｐｅｒｒｉｍｕｍ カレイ科
96 サヨリ Ｈｅｍｉｒａｍｐｈｕｓ　ｓａｊｏｒｉ サヨリ科 さより もすず むすず むすず さより さより

さより すず すず
さより

97 サワラ Ｓｃｏｍｂｅｒｏｍｏｒｕｓ　ｎｉｐｈｏｎｉｕｓ サバ科 さわら さわら さわら
98 サンマ Ｃｏｌｏｌａｂｉｓ　ｓａｉｒａ サンマ科 さんま さんま さんま
99 シイラ Ｃｏｒｙｐｈａｅｎａ　ｈｉｐｐｕｒｕｓ シイラ科 しいら しいら しいら しいら さんぺ しいら

かたないしら さんぺい(小）
(小）

100 シマイサキ Ｔｅｒａｐｏｎ　ｏｘｙｒｈｙｎｃｈｕｓ シマイサキ科
101 シロカジキ Ｍａｋａｉｒａ　ｉｎｄｉｃａ マカジキ科 さわら かじき かじき
102 シロギス Ｓｉｌｌａｇｏ　ｊａｐｏｎｉｃａ キス科 きす きす きす きす きす
103 シログチ Ａｒｇｙｒｏｓｏｍｕｓ　ａｒｇｅｎｔａｔｕｓ ニベ科 だち いしもち ぐち ぐち いし いし（もち）
104 シロゲンゲ Ｌｙｃｏｇｒａｍｍａ　ｚｅｓｔａ ゲンゲ科 げんげんぼ くにゃら のろのろ げんげ

くにゃら げんげ
のろのろ

105 シロシュモクザメ Ｓｐｈｙｒｎａ　ｚｙｇａｅｎａ シュモクザメ科 しもく しこもくざめ
かせろん

106 スギ Ｒａｃｈｙｃｅｎｔｒｏｎ　ｃａｎａｄｕｍ スギ科
107 スケトウダラ Ｔｈｅｒａｇｒａ　ｃｈａｌｃｏｇｒａｍｍａ タラ科 すけそうだら すけそうだら すけとうだら すけとうだら

すけそうだら
108 スズキ Ｌａｔｅｏｌａｂｒａｘ　ｊａｐｏｎｉｃｕｓ スズキ科 はね こばね せいご せいご はねせいご すずき

せいご すずき すずき すずき はね(中）
すずき

109 スズハモ Ｍｕｒａｅｎｅｓｏｘ　ｂａｇｉｏ ハモ科 はも ほんはも じゃもはも じゃもはも
110 スズメダイ Ｃｈｒｏｍｉｓ　ｎｏｔａｔａ スズメダイ科 すずめだい ぎんちょ げんちょ ぎんちょ

げんちょ
111 スナガレイ Ｌｉｍａｎｄａ　ｐｕｎｃｔａｔｉｓｓｉｍａ カレイ科 すながれい
112 スマ Ｅｕｔｈｙｎｎｕｓ　ａｆｆｉｎｉｓ サバ科 でぶがつお でぶがつお
113 セトダイ Ｈａｐａｌｏｇｅｎｙｓ　ｍｕｃｒｏｎａｔｕｓ イサキ科
114 セミホウボウ Ｄａｃｔｙｌｏｐｔｅｎａ　ｏｒｉｅｎｔａｌｉｓ セミホウボウ科
115 ソウハチ Ｃｌｅｉｓｔｈｅｎｅｓ　ｐｉｎｅｔｏｒｕｍ　ｈｅｒｚｅｎｓｔｅｉｎｉ カレイ科 うらじろ あわて そうはち あわて

しろがれい しろがれい
あわて

116 タウエガジ Ｓｔｉｃｈａｅｕｓ　ｎｏｚａｗａｅ ニシキギンポ科
117 タカノハダイ Ｇｏｎｉｉｓｔｉｕｓ　ｚｏｎａｔｕｓ タカノハダイ科 ひだりまき
118 タケノコメバル Ｓｅｂａｓｔｅｓ　ｏｂｌｏｎｇｕｓ カサゴ科 そい たけのこめばる たけめ

－10－ －11－



魚類標準和名・方言対称表(続き４）
№ 標準和名 学　　　　名 科　　名 橋　　立 金　　沢 七　　塚 輪　　島 珠　　洲 宇　出　津 石　　崎 七　　尾
119 タチウオ Ｔｒｉｃｈｉｕｒｕｓ　ｌｅｐｔｕｒｕｓ タチウオ科 たちうお たちうお かたな かたな たちうお たちうお

たちうお
120 ダツ Ａｂｌｅｎｎｅｓ　ａｎａｓｔｏｍｅｌｌａ ダツ科 なより すいのくち じゃむすず
121 タナカゲンゲ Ｌｙｃｏｄｅｓ　ｔａｎａｋａｅ ゲンゲ科 なんだ なんだ なんだ なんだ なんだ
122 チカメキントキ Ｐｒｉａｃａｎｔｈｕｓ　ｂｏｏｐｓ キントキダイ科 きんぱち たいのげんぱちきんだい きんだい きんめだい

きんだい
げんぱち

123 チダイ Ｅｖｙｎｎｉｓ　ｊａｐｏｎｉｃａ タイ科 すまだい ひらめだい れんこだい はなだい さるま（だい） たい
さこだい さこだい さこ さこだい さこだい

124 ツクシトビウオ Ｃｙｐｓｅｌｕｒｕｓ　ｈｅｔｅｒｕｒｕｓ　ｄｏeｄｅｒｌｅｉｎｉ トビウオ科 かくあご
ひらあご

125 ツバメウオ Ｐｌａｔａｘ  ｐｉｎｎａｔus スダレダイ科
126 ツムブリ Ｅｌａｇａｔｉｓ　ｂｉｐｉｎｎｕｌａｔａ アジ科
127 テングカスベ Ｒａｊａ　ｔｅｎｇｕ ガンギエイ科 こっぺ かすぺ かすぺ こっぺ こんぺ

かすぺ こんぺ こんぺ
こっぱ かすべ

128 テングダイ Ｅｖｉｓｔｉａｓ　ａｃｕｔｉｒｏｓｔｒｉｓ カワビシャ科
129 トビハゼ Ｐｅｒｉｏｐｈｔｈａｌｍｕｓ　ｃａｎｔｏｎｅｎｓｉｓ ハゼ科
130 ドブカスベ Ｂａｔｈｙｒａｊａ　ｓｍｉｒｎｏｖｉ ガンギエイ科
131 トラフグ Ｔａｋｉｆｕｇｕ　ｒｕｂｒｉｐｅｓ フグ科 とら くまさか くまさか ふぐ

くまさか
132 ナガヅカ Ｓｔｉｃｈａｅｕｓ　ｇｒｉｇｏｒｊｅｗｉ タウエガジ科 わらずか しゃで がち
133 ニギス Ｇｌｏｓｓａｎｏｄｏｎ　ｓｅｍｉｆａｓｃｉａｔａ ニギス科 めぎす にぎす にぎす にぎす

めぎす めぎす めぎす
134 ニクハゼ Ｃｈａｅｎｏｇｏｂｉｕｓ　ｈｅｐｔａｃａｎｔｈｕｓ ハゼ科
135 ニシキハゼ Ｐｔｅｒｏｇｏｂｉｕｓ　ｖｉｒｇｏ ハゼ科
136 ニシキベラ Ｔｈａｌａｓｓｏｍａ　ｃｕｐｉｄｏ ベラ科
137 ネズミゴチ Ｃａｌｌｉｏｎｙｍｕｓ　ｐｕｎｃｔａｔｕｓ ネズッポ科 すべこち ねずみごち いわらごち べとこち

あんとぢ
138 ネズミザメ Ｌａｍｎａ　ｄｉｔｒｏｐｉｓ ネズミザメ科 わに もうか わん ふか

ふか
もうか

139 ノロゲンゲ Ａｌｌｏｌｅｐｉｓ　ｈｏｌｌａｎｄｉ ゲンゲ科 げげぞう
140 ハオコゼ Ｈｙｐｏｄｙｔｅｓ　ｒｕｂｒｉｐｉｎｎｉｓ ハオコゼ科 おこぜ いっすんおこぜ いっすんおこぜ いっすんおこぜ
141 ハガツオ Ｓａｒｄａ　ｏｒｉｅｎｔａｌｉｓ サバ科 きつね いせがつお

きつねがつお
142 ハゲカジカ Ｇｙｍｎｏｃａｎｔｈｕｓ　ｐｉｓｔｉｌｌｉｇｅｒ　ｐｉｓｔｉｌｌｉｇｅｒ カジカ科 ぎす
143 ハコフグ Ｏｓｔｒａｃｉｏｎ　ｃｕｂｉｃｕｓ ハコフグ科
144 バショウカジキ Ｉｓｔｉｏｐｈｏｒｕｓ　ｐｌａｔｙｐｔｅｒｕｓ マカジキ科 ばれん さわら ばれん ばれん

びょうぶさわら びょうぶざわら

145 ハタハタ Ａｒｃｔｏｓｃｏｐｕｓ　ｊａｐｏｎｉｃｕｓ ハタハタ科 はたはた はたはた はたはた はたはた はたはた はたはた はたはた
146 ハチ Ａｐｉｓｔｕｓ　ｃａｒｉｎａｔｕｓ フサカサゴ科
147 ハツメ Ｓｅｂａｓｔｅｓ　ｏｗｓｔｏｎｉ フサカサゴ科 はちめ きなこばちめ はちめ
148 ハナオコゼ Ｈｉｓｔｒｉｏ　ｈｉｓｔｒｉｏ イザリウオ科
149 ババガレイ Ｍｉｃｒｏｓｔｏｍｕｓ　ａｃｈｎｅ カレイ科 あぶらがれい だるまがれい ばばがれい しろがれい

あぶらがれい ばばがれい
あぶらがれい

－12－ －13－



魚類標準和名・方言対称表(続き５）
№ 標準和名 学　　　　名 科　　名 橋　　立 金　　沢 七　　塚 輪　　島 珠　　洲 宇　出　津 石　　崎 七　　尾
150 ハモ Ｍｕｒａｅｎｅｓｏｘ　ｃｉｎｅｒｅｕｓ ハモ科 はも はも はも はも はも はも
151 ハリセンボン Ｄｉｏｄｏｎ　ｈｏｌｏｃａｎｔｈｕｓ ハリセンボン科 はりせんぼん はりせんぼん はりせんぼん はりせんぼん
152 ヒイラギ Ｌｅｉｏｇｎａｔｈｕｓ　ｎｕｃｈａｌｉｓ ヒイラギ科 ぎんた ぎんた
153 ヒガンフグ Ｔａｋｉｆｕｇｕ　ｐａｒｄａｌｉｓ フグ科
154 ビクニン Ｌｉｐａｒｉｓ　ｔｅｓｓｅｌｌａｔｕｓ クサウオ科
155 ヒメ Ａｕｌｏｐｕｓ　ｊａｐａｎｉｃｕｓ ヒメ科 ひめ
156 ヒメジ Ｕｐｅｎｅｕｓ　ｂｅｎｓａｓｉ ヒメジ科 おきのじょろう おきのかんぬしおきのかんぬし しただし

きんぎょ おきのかんぬし
157 ヒラソウダガツオ Ａｕｘｉｓ　ｔｈａｚａｒｄ サバ科 でぶがつお でぶがつお
158 ヒラタエイ Ｕｒｏｌｏｐｈｕｓ　ａｕｒａｎｔｉａｃｕｓ アカエイ科
159 ヒラマサ Ｓｅｒｉｏｌａ　ａｕｒｅｏｖｉｔｔａｔａ アジ科 あかいお しお しお しお しお しお

ひらまさ ひらまさ あかうお
160 ヒラメ Ｐａｒａｌｉｃｈｔｈｙｓ　ｏｌｉｖａｃｅｕｓ ヒラメ科 ひらめ ひらめ ひらめ ひらめ ひらめ ひらめ

てつくい はがれい てつくい(大） てつくい
161 ヒレグロ Ｇｌｙｐｔｏｃｅｐｈａｌｕｓ　ｓｔｅｌｌｅｒｉ カレイ科 ばばがれいくろがれい なめた なめた

なめた あぶらがれい
べた くろがれい

162 ヒレコダイ Ｅｖｙｎｎｉｓ　ｃａｒｄｉｎａｌｉｓ タイ科
163 ビンナガ Ｔｈｕｎｎｕｓ　ａｌａｌｕｎｇａ サバ科 びんちょ ひれなが

びんちょ
164 フサカサゴ Ｓｃｏｒｐａｅｎａ　ｎｅｇｌｅｃｔａ　ｎｅｇｌｅｃｔａ フサカサゴ科 きぢんばちめ きぢんばちめ きぢんばちめ

ごじゅっこく ごじゅっこく
165 ブリ Ｓｅｒｉｏｌａ　ｑｕｉｎｑｕｅｒａｄｉａｔａ アジ科 こぞくら こぞくら こぞ ばちばち ぼーず こぞくら

ふくらぎ ふくらぎ こぞくら こぞくら ふくらぎ ぼーず
がんど がんど ふくらぎ ぼーず ぶり
ぶり ぶり がんど つばえの がんど

ぶり ふくらぎ
がんど
ぶり
にまいぞる

166 ブリモドキ Ｎａｕｃｒａｔｅｓ　ｄｕｃｔｏｒ アジ科 ぶりもどき
167 ホウボウ Ｃｈｅｌｉｄｏｎｉｃｈｔｈｙｓ　ｓｐｉｎｏｓｕｓ ホウボウ科 ほーほ ほーほ ほーほう ほーほ ほうぼう

ほーぼう
168 ホシガレイ Ｖｅｒａｓｐｅｒ　ｖａｒｉｅｇａｔｕｓ カレイ科
169 ホシザメ Ｍｕｓｔｅｌｕｓ　ｍａｎａｚｏ ドチザメ科 たいざめ ほしざめ

たいざめ
170 ホシフグ Ｂｏｅｓｅｍａｎｉｃｈｔｈｙｓ　ｆｉｒｍａｍｅｎｔｕｍ フグ科 ふく てぶふぐ
171 ホソトビウオ Ｃｙｐｓｅｌｕｒｕｓ　ｏｐｉｓｔｈｏｐｕｓ　ｈｉｒａｉｉ トビウオ科 とんぼ あご まるあご

あご あご
まるとび(小）
かくとび(大）

172 ホッケ Ｐｌｅｕｒｏｇｒａｍｍｕｓ　ａｚｏｎｕｓ アイナメ科 ほっけ ほっけ ほっけ ほっけ
173 ホホジロザメ Ｃａｒｃｈａｒｏｄｏｎ　ｃａｒｃｈａｒｉａｓ ネズミザメ科 わん わん わん わん

ふか
174 ボラ Ｍｕｇｉｌ　ｃｅｐｈａｌｕｓ ボラ科 ぼら ぼら ぼら ぼら あかめ

いせごい
175 マアジ Ｔｒａｃｈｕｒｕｓ　ｊａｐｏｎｉｃｕｓ アジ科 あじ あじ あじ あじ

－14－ －15－



魚類標準和名・方言対称表(続き6)
№ 標準和名 学　　　　名 科　　名 橋　　立 金　　沢 七　　塚 輪　　島 珠　　洲 宇　出　津 石　　崎 七　　尾
176 マアナゴ Ｃｏｎｇｅｒ　ｍｙｒｉａｓｔｅｒ アナゴ科 あなご どろぼう あなご うなぎ あなご

あなご
177 マイワシ Ｓａｒｄｉｎｏｐｓ　ｍｅｌａｎｏｓｔｉｃｔｕｓ ニシン科 いわし まいわし まいわし いわし まいわし
178 マエソ Ｓａｕｒｉｄａ　ｕｎｄｏｓｑｕａｍｉｓ エソ科 よそべ えそ おとこぼら おとこぼら よそべ

たいこのばい えそ たいこのばい
たいこのばい

179 マカジキ Ｔｅｔｒａｐｔｕｒｕｓ　ａｕｄａｘ サバ科 はなじろ
180 マガレイ Ｌｉｍａｎｄａ　ｈｅｒｚｅｎｓｔｅｉｎｉ カレイ科 くちがれい くちぼそ くちがれい くちぼそ かれい

くちぼそ うらじろ
181 マコガレイ Ｌｉｍａｎｄａ　ｙｏｋｏｈａｍａｅ カレイ科 しろがれい ななおくちぼそ しろがれい くちぼそがれい かれい くちぼそ

まがれい
182 マサバ Ｓｃｏｍｂｅｒ　ｊａｐｏｎｉｃｕｓ サバ科 さば さば ぴん さば

さば
183 マダイ Ｐａｇｒｕｓ　ｍａｊｏｒ タイ科 たい こだい ちめ(小） まだい つめこだい あかだい

どーせんご めごど まるたい たい つめ たい
まだい さこちめ(小） たい

184 マダラ Ｇａｄｕｓ　ｍａｃｒｏｃｅｐｈａｌｕｓ タラ科 まだら まだら まだら まだら たら
185 マツカサウオ Ｍｏｎｏｃｅｎｔｒｉｓ　ｊａｐｏｎｉｃa マツカサウオ科 まつかさ
186 マツカワ Ｖｅｒａｓｐｅｒ　ｍｏｓｅｒｉ カレイ科 まつかわ とんびかれい
187 マトウダイ Ｚｅｕｓ　ｊａｐｏｎｉｃｕｓ マトウダイ科 くるまだい もんつき もんだい もんだい もんだい

くるまだい くるまだい くるまだい
188 マナガツオ Ｐａｍｐｕｓ　ａｒｇｅｎｔｅｕｓ マナガツオ科 まんき

へらがつお
189 マハゼ Ａｃａｎｔｈｏｇｏｂｉｕｓ　ｆｌａｖｉｍａｎｕｓ ハゼ科 かわぎす はぜ かわぎす うず

くず
190 マハタ Ｅｐｉｎｅｐｈｅｌｕｓ　ｓｅｐｔｅｍｆａｓｃｉａｔｕｓ ハタ科 あばこ かけばかま かけばかま かけかけばかまかけばかま

なめりばちめ かくめ
かけ

191 マフグ Ｔａｋｉｆｕｇｕ　ｐｏｒｐｈｙｒｅｕｓ マフグ科 でしょぶく まふぐ ふぐ
192 マルソウダガツオ Ａｕｘｉｓ　ｒｏｃｈｅｉ サバ科 そうだかつお ちゃぶくろ ろーそく(小） かつお かつお

ろーそく そーだかつお ろーそくかつお
そーだかつお

193 マンボウ Ｍｏｌａ　ｍｏｌａ マンボウ科 まんぼう まんぼう ぼんぼんいち ぼんぼんいち
194 ミギマキ Ｇｏｎｉｉｓｔｉｕｓ　ｚｅｂｒａ タカノハダイ科
195 ミシマオコゼ Ｕｒａｎｏｓｃｏｐｕｓ　ｊａｐｏｎｉｃｕｓ ミシマオコゼ科 ごぶしゃく そうこ そうこ
196 ムシガレイ Ｅｏｐsｅｔｔａ　ｇｒｉｇｏｒｊｅｗｉ カレイ科 すがれ わらぢ
197 ムロアジ Ｄｅｃａｐｔｅｒｕｓ　ｍｕｒｏａｄｓｉ アジ科 むろあじ むろあじ あじ あじ あじ

さばいわし さばいわし さばいわし
198 メイタガレイ Ｐｌｅｕｒｏｎｉｃｈｔｈｙｓ　ｃｏｒｎｕｔｕｓ カレイ科 すずめがれい とんびがれい

ほうしょう
199 メゴチ Ｓｕｇｇｒｕｎｄｕｓ　ｍｅｅｒｄｅｒｖｏｏｒｔｉ コチ科
200 メジナ Ｇｉｒｅｌｌａ　ｐｕｎｃｔａｔａ メジナ科 くろばんちょう くろばんちょう くろばんちょう くろばんちょう ちかい

ちかい ちかえ
ちかえ

201 メダイ Ｈｙｐｅｒｏｇｌｙｐｈｅ　ｊａｐｏｎｉｃａ イボダイ科 めだい からす からす からす からす
もち
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魚類標準和名・方言対称表(続き７）
№ 標準和名 学　　　　名 科　　名 橋　　立 金　　沢 七　　塚 輪　　島 珠　　洲 宇　出　津 石　　崎 七　　尾
202 メナダ Ｌｉｚａ　ｈａｅｍａｔｏｃｈｅｉｌａ ボラ科 あかめ しろめぼら

(高い：ぼら）
あかめぼら
(安い：めだな）

203 メバチ Ｔｈｕｎｎｕｓ　ｏｂｅｓｕｓ サバ科 めじ ひれなが
204 メバル Ｓｅｂａｓｔｅｓ　ｉｎｅｒｍｉｓ カサゴ科 ちかばちめ まがねばちめくいす はちめ はちめ はちめ

まばちめ えたぐり へたぐり
め
こばちめ

205 ヤナギムシガレイ Ｔａｎａｋｉｕｓ　ｋｉｔａｈａｒａｉ カレイ科 めがれ めがれ ささがれい ささがれい かれい
ささがれ おいらん

やなぎがれい
206 ヤマトカマス Ｓｐｈｙｒａｅｎａ　ｊａｐｏｎｉｃａ カマス科
207 ユウダチタカノハ Ｇｏｎｉｉｓｔｉｕｓ　quadricornis タカノハダイ科
208 ヨコスジフエダイ Ｌｕｔｊａｎｕｓ　ｖｉｔｔａ フエダイ科
209 ヨコキリザメ Ｐｒｉｏｎａｃｅ　ｇｌａｕｃａ メジロザメ科 よしきりざめ

わん
ふか

210 ヨロイイタチウオ Ｈｏｐｌｏｂｒｏｔｕｌａ　ａｒｍａｔａ イタチウオ科 しげだら
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水産生物標準和名・方言対称表
№ 標準和名 学　　　　名 科　　名 橋　　立 金　　沢 七　　塚 輪　　島 珠　　洲 宇　出　津 石　　崎 七　　尾

1 アオリイカ Ｓｅｐｉｏｔｅｕｔｈｉｓ　ｌｅｓｓｏｎｉａｎａ ジンドウイカ科 あおりいか がくいか くろみいか くろみいか
くちいか くついか

くちいか
すみいか
くろめいか

2 イイダコ Ｏｃｔｏｐｕｓ　ｏｃｅｌｌａｔｕｓ マダコ科 いいだこ こだこ ままだこ ままだこ たこ
3 カガバイ Ｂｕｃｃｉｎｕｍ　ｂａｙａｎｉ エゾバイ科
4 ガザミ Ｐｏｒｔｕｎｕｓ　ｔｒｉｔｕｂｅｒｃｕｌａｔｕｓ ワタリガニ科
5 クマエビ Ｐｅｒａｅｕｓ　ｓｅｍｉｓｕｌｃａｔｕｓ クルマエビ科
6 クルマエビ Ｐｅnａｅｕｓ　ｊａｐｏｎｉｃｕｓ クルマエビ科 くるまえび くるま くるまえび くるまえび くるま くるま
7 クロザコエビ Ａｒｇｉｓ　ｌａｒ エビジャコ科 がすえび がたえび
8 ケガニ Ｅｒｉｍａｃｒｕｓ　ｉｓｅｎｂｅｃｋｉｉ クリガニ科 けがに けがに けがに

さぶさかに
9 コウイカ Ｓｅｐｉａ（Pｌａｔｙｓｅｐｉａ）ｅｓｃｕｌｅｎｔａ コウイカ科 こういか ほねいか ほねいか こういか

かみなりいか
10 コタマガイ Ｇｏｍｐｈｉｎａ（Mａｃｒｉｄｉｓｃｕｓ）ｍｅｌａｎａｅｇｉｓ マルスダレガイ科
11 スルメイカ Ｔｏｄａｒｏｄｅｓ　ｐａｃｉｆｉｃｕｓ スルメイカ科 まいか まいか まいか まいか まいか まいか まいか
12 ズワイガニ Ｃｈｉｏｎｏｅｃｅｔｅｓ　ｏｐｉｌｉｏ クモガニ科 ずわい ずわい がんちょう がんちょう

がんち かに
13 セミエビ Ｓｃｙｌｌａｒｉｄｅｓ　ｓｑｕａｍｏｓｕｓ ウチワエビ科
14 ソデイカ Ｔｈｙｓａｎｏｔｅｕｔｈｉｓ　ｒｈｏｍｂｕｓ ソデイカ科 たるいか からかさいか たるいか たるいか かんのんいか

からかさいか からかさいか
おおいか

15 タコイカ Ｇｏｎａｔｏｐｓｉｓ　ｂｏｒｅａｌｉｓ ドスイカ科
16 タラバガニ Ｐａｒａｌｉｔｈｏｄｅｓ　ｃａｍｔｓｃｈａｔｉｃｕｓ タラバガニ科 いばらかに いばらかに いばらかに

かぶとかに
げんぺいがに

17 チヂミエゾボラ Ｎｅｐｔｕｎｅａ　ｉｃｏｎｓｔｒｉｃｔａ エゾバイ科
18 テナガダコ Ｏｃｔｏｐｕｓ　ｍｉｎｏｒ マダコ科 あしなが あがだこ てながだこ ながて
19 トヤマエビ Ｐａｎｄａｌｕｓ　ｈｙｐｓｉｎｏｔｕｓ タラバガニ科 とやまえび とやまえび

さるえび（小）
20 トラエビ Ｍｅｔａｐｅｎａｅｏｐｓｉｓ　ａｃｃｌｉｖｉｓ クルマエビ科 くま

あかえび
21 フジナマコ Ｈｏｌｏｔｈｕｒｉａ　ｍｏｎａｃａｒｉａ クロナマコ科
22 ブドウイカ Ｌｏｌｉｇｏ　ｂｕｄｏ ジンドウイカ科 あかいか あかいか

しろいか
23 ベニズワイガニ Ｃｈｉｏｎｏｅｃｅｔｅｓ　ｊａｐｏｎｉｃａ ズワイガニ科 べにずわい あかがん あかがに

べにかに しこがに
べにかに

24 ホタルイカ Ｗａｔａｓｅｎｉａ　ｓｃｉｎｔｉｌｌａｎｓ ホタルイカモドキ科 まついか あぶらいか
まついか

25 ホッコクアカエビ Ｐａｎｄａｌｕｓ　ｂｏｒｅａｌｉｓ タラバエビ科 あまえび あまえび あまえび あまえび
あかえび あかえび

26 マダコ Ｏｃｔｏｐｕｓ　ｖｕｌｇａｒｉｓ マダコ科 いわだこ たこ あかだこ たこ
いしだこ

27 マナマコ Ｓｔｉｃｈｏｐｕｓ　ｊａｐｏｎｉｃｕｓ マナマコ科 なまこ なまこ きびなまこ なまこ なまこ
あかなまこ

28 ミズダコ Ｐａｒｏｃｔｏｐｕｓ　ｄｏｆｌｅｉｎｉ　ｄｏｆｌｅｉｎｉ マダコ科 まだこ だぶだこ だぶだこ だぶだこ
おおだこ
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水産生物標準和名・方言対称表
№ 標準和名 学　　　　名 科　　名 橋　　立 金　　沢 七　　塚 輪　　島 珠　　洲 宇出津 石　　崎 七　　尾
29 ミミイカ Ｅｕｐｒｙｍｎａ　ｍｏｒｓｅｉ ダンゴウイカ科 みみだこ
30 メヒカリイカ Ｌｏｌｉｇｏ　ｅｄｕｌｉｓ ジンドウイカ科
31 ヤリイカ Ｄｏｒｙｔｅｕｔｈｉｓ　ｂｌｅｅｋｅｒｉ ジンドウイカ科 まついか やりいか やりいか やりいか やりいか

けんさきいか
32 ヨシエビ Ｍｅｔａｐｅｎａｅｕｓ　ｍｏｎｏｃｅｒｏｓ クルマエビ科 よしえび えび

あきえび
まええび
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魚類方言・標準和名対称表 魚類方言・標準和名対称表（続き1）
方　　　　言 地　 方 標　準　和　名 № 方　　　　言 地　 方 標　準　和　名 №

あおます 珠 　洲 カラフトマス 56 あわて 橋 　立 ソウハチ 115
宇出津 金 　沢

あおめ 宇出津 アオザメ 2 宇出津
あかあじ 宇出津 オアカムロ 40 あんこう 金　 沢 アンコウ 22
あかいお 金  　沢 ヒラマサ 159 輪 　島
あかうお 宇出津 珠 　洲
あかえい 宇出津 アカエイ 4 宇出津
あかえー 珠 　洲 あんとぢ 金　 沢 ネズミゴチ 137
あかがれ 金 　 沢 アカガレイ 6 い 金　 沢 カナガシラ 53
あかがれい 橋  　立 宇出津

珠  　洲 いさき 金 　沢 イサキ 23
あかだい 七  　尾 マダイ 183 輪 　島
あかねじら 金　  沢 アカシタビラメ 7 いし 石 　崎 シログチ 103
あかめ 金  　沢 メナダ 202 いし（もち） 七　 尾

石  　崎 ボラ 174 いしがきだい 宇出津 イシガキダイ 24
あかめぼら 宇出津 メナダ（安い、めなだ） 202 いしがれい 七 　尾 イシガレイ 25
あくじ 石  　崎 キュウセン 66 いしもち 輪 　島 シログチ 103
あくぢ 珠　  洲 いせがつお 宇出津 ハガツオ 141

宇出津 石　 崎 カツオ 52
あご 金 　沢 ホソトビウオ 171 いせごい 金 　沢 ボラ 174

珠 　洲 いっすんおこぜ 輪 　島 ハオコゼ 140
宇出津 珠 　洲

あじ 金 　沢 マアジ 175 宇出津
輪 　島 いとより 石　 崎 イトベラ 30
珠 　洲 ムロアジ 197 いとりぺんちょう 珠 　洲
宇出津 マアジ 175 宇出津
宇出津 ムロアジ 197 石 　崎
石 　崎 いわし 金 　沢 マイワシ 177
七 　尾 マアジ 175 宇出津

あしかん 石 　崎 ウスバハギ 33 いわらごち 宇出津 ネズミゴチ 137
あなご 金　 沢 マアナゴ 176 うぐいす 石 　崎 イソカサゴ 29

輪　 島 うず 宇出津 マハゼ 189
珠　 洲 うずだい 石 　崎 アカアマダイ 3
七　 尾 うなぎ 宇出津 マアナゴ 176

あばこ 輪　 島 マハタ 190 うまずらはぎ 宇出津 ウスバハギ 33
あぶらがれい 橋　 立 ババガレイ 149 うまのづら 宇出津 ウマヅラハギ 35

珠 　洲 うらじろ 橋 　立 ソウハチ 115
宇出津 宇出津 マガレイ 180
宇出津 ヒレグロ 161 うるめ 輪　 島 ウルメイワシ 37

あぶらめ 金 　沢 アイナメ 1 七 　尾
輪 　島 えい 金 　沢 アカエイ 4
珠 　洲 クヂメ 71 石　 崎
宇出津 七 　尾

あま 珠　 洲 アカアマダイ 3 えー 珠 　洲
あら 金　 沢 アラ 20 宇出津

輪　 島 えそ 輪 　島 マエソ 178
珠　 洲 珠 　洲
宇出津 えたぐり 宇出津 メバル 204
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魚類方言・標準和名対称表（続き2） 魚類方言・標準和名対称表（続き3）
方　　　　言 地 　方 標　準　和　名 № 方　　　　言 地 　方 標　準　和　名 №

おいうお 輪 　島 イシナギ 27 かたな 珠　 洲 タチウオ 119
宇出津 宇出津

おいらん 宇出津 ヤナギムシガレイ 205 かたないしら 珠 　洲 シイラ（小） 99
おうよう 珠 　洲 イシナギ 27 かたまき 宇出津 ササノハベラ 93
おおいお 金　 沢 石 　崎
おおよ 宇出津 がち 宇出津 ナガズカ 132

石 　崎 かつお 金 　沢 カツオ 52
七 　尾 輪　 島

おきのかんぬし 輪 　島 ヒメジ 156 石 　崎 マルソウダガツオ 192
珠 　洲 七 　尾
宇出津 がっとばちめ 珠　 洲 クロソイ 76

おきのじょろう 金 　沢 宇出津 イソカサゴ 29
おくじ 輪　 島 オニオコゼ 46 宇出津 クロソイ 76
おこぜ 金 　沢 ハオコゼ 140 かながしら 金 　沢 カナガシラ 53

珠 　洲 オニオコゼ 46 輪　 島
宇出津 輪　 島 カナド 54
石 　崎 珠　 洲 カナガシラ 53
七 　尾 珠 　洲 カナド 54

おとこ 宇出津 カワハギ 57 宇出津
おとこぼら 珠 　洲 マエソ 178 七 　尾

宇出津 かながら 宇出津 カナガシラ 53
おひょう 金 　沢 オヒョウ 47 かにたき 珠 　洲 ササノハベラ 93
かいのつら 金 　沢 ウスバハギ 33 かます 金 　沢 アカカマス 5
かくあご 輪 　島 ツクシトビウオ 124 輪 　島
かくとび 宇出津 ホソトビウオ 171 珠 　洲
かくばく 石 　崎 カワハギ 57 宇出津
かくめ 石　 崎 マハタ 190 七 　尾
かけ 石 　崎 かみそりいお 七 　塚 ギンポ 68
かけかけばかま 石　 崎 からす 輪 　島 メダイ 201
かけばかま 珠 　洲 珠 　洲

宇出津 宇出津
七 　尾 石 　崎

かじき 珠　 洲 クロカジキ 75 かれい 石 　崎 イシガレイ 25
珠 　洲 シロカジキ 101 石 　崎 マガレイ 180
宇出津 クロカジキ 75 石 　崎 マコガレイ 181
宇出津 シロカジキ 101 石 　崎 ヤナギムシガレイ 205

かすべ 金 　沢 ガンギエイ 58 かわ 珠 　洲 ウマヅラハギ 35
金　 沢 テングカスベ 127 珠 　洲 カワハギ 57
宇出津 ガンギエイ 58 かわぎす 金　 沢 マハゼ 189
宇出津 テングカスベ 127 珠 　洲

かすべ 輪 　島 かわさく 石 　崎 ウマヅラハギ 35
珠 　洲 かわさこ 石 　崎

かせろん 輪 　島 シロシュモクザメ 105 かわだい 輪 　島 クロダイ 77
かたくち 金　 沢 カタクチイワシ 51 珠 　洲

輪　 島 宇出津
珠 　洲 石 　崎           （大）
七 　尾 七 　尾           （大）

かたくにゃら 七　 塚 アゴゲンゲ 13 かわはぎ 珠   洲 ウマヅラハギ 35
がんがん 石   崎 カサゴ 50
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魚類方言・標準和名対称表（続き4） 魚類方言・標準和名対称表（続き5）
方　　　　言 地　 方 標　準　和　名 № 方　　　　言 地　 方 標　準　和　名 №

がんど 金　 沢 ブリ 165 くちぼそがれい 宇出津 マコガレイ 181
輪 　島 くにゃら 金 　沢 シロゲンゲ 104
珠 　洲 七 　塚
宇出津 くまさか 金 　沢 トラフグ 131
七　 尾 輪　 島

かんぱち 七　 尾 カンパチ 60 宇出津
きす 金　 沢 シロギス 102 くまさかふぐ 輪 　島 クマサカフグ 72

輪　 島 宇出津
珠　 洲 くるまだい 金　 沢 マトウダイ 187
宇出津 輪 　島
石 　崎 珠 　洲

ぎす 金　 沢 ハゲカジカ 142 宇出津
きぢんばちめ 金　 沢 フサカサゴ 164 くろから 金　 沢 キツネメバル 63

珠 　洲 珠 　洲
宇出津 宇出津

きつね 金 　沢 ハガツオ 141 石　 崎 クロソイ 76
きつねがつお 宇出津 七　 尾
きなこばちめ 輪 　島 ハツメ 147 くろがれい 金　 沢 ヒレグロ 161
きわだ 金 　沢 キハダ 65 宇出津

宇出津 くろげんげ 宇出津 アゴゲンゲ 13
きんぎょ 金 　沢 ヒメジ 156 くろそい 宇出津 クロソイ 76
ぎんた 石 　崎 ヒイラギ 152 くろだい 金　 沢 クロダイ 77

七 　尾 くろばちめ 珠 　洲 クロソイ 76
きんだい 珠 　洲 チカメキントキ 122 くろばんちょう 輪　 島 メジナ 200

宇出津 珠 　洲
石 　崎 宇出津

ぎんちょ 珠　 洲 スズメダイ 110 石 　崎
石 　崎 くろふぐ 輪 　島 カラス 55

きんぱち 金 　沢 チカメキントキ 122 くろんぼ 金 　沢 オキアナゴ 42
きんぶく 金 　沢 サバフグ 94 げげそう 七   塚 ネズミゴチ 137
きんぶぐ 珠 　洲 げろま 輪 　島 ギンポ 68

宇出津 げんげ 珠　 洲 シロゲンゲ 103
きんめだい 石 　崎 チカメキントキ 122 宇出津
くいす 珠 　洲 メバル 204 けんけら 金　 沢 カワハギ 57
くじだい 金 　沢 アカアマダイ 3 げんげんぼ 金 　沢 アゴゲンゲ 13
くじろだい 輪　 島 金   沢 シロゲンゲ 104
くず 珠　 洲 マハゼ 189 げんざぶろう 金　 沢 イシナギ 27
くずだい 石 　崎 アカアマダイ 3 けんざめ 輪　 島 アブラツノザメ 17
くぢ 宇出津 げんちょ 宇出津 スズメダイ 110
ぐち 珠　 洲 シログチ 103 石　 崎

宇出津 げんぱち 石　 崎 チカメキントキ 122
くちがれい 橋 　立 マガレイ 180 ごじゅっこく 珠　 洲 フサカサゴ 164

珠 　洲 宇出津
くぢだい 珠 　洲 アカアマダイ 3 こぞ 珠 　洲 ブリ 165

宇出津 こぞくら 金 　沢
くちぼそ 橋 　立 マガレイ 180 輪 　島

金 　沢 珠　 洲
宇出津 宇出津
七 　尾 マコガレイ 181 七　 尾

－28－ －29－



魚類方言・標準和名対称表（続き6） 魚類方言・標準和名対称表（続き7）
方　　　　言 地 　方 標　準　和　名 № 方　　　　言 地 　方 標　準　和　名 №

このしろ 輪 　島 コノシロ 83 さば 金 　沢 マサバ 182
珠　 洲 輪 　島
宇出津 宇出津
七　 尾 石　 崎

こだい 輪 　島 マダイ 183 さばいわし 珠 　洲 ムロアジ 197
こち 輪　 島 イネゴチ 31 宇出津

珠 　洲 石 　崎
宇出津 さばふぐ 宇出津 カラス 55

こちだい 金 　沢 イシガキダイ 24 宇出津 ゴマフグ 86
こつだい 輪 　島 さめ 珠 　洲 アブラツノザメ 17
ごっとはちめ 珠 　洲 イソカサゴ 29 宇出津
こっぱ 珠　 洲 テングカスベ 127 さめぶく 輪 　島 サバフグ 94
こっぺ 金 　沢 ガンギエイ 58 さより 金　 沢 サヨリ 96

金 　沢 テングカスベ 127 輪　 島
宇出津 珠 　洲

こっぺー 輪 　島 ガンギエイ 58 石 　崎
こはだ 金 　沢 コノシロ 83 七 　尾
こばちめ 石 　崎 メバル 204 さるま（だい） 石 　崎 チダイ 123
こばね 輪 　島 スズキ 108 さわら 金 　沢 クロカジキ 75
こぶしゃく 輪　 島 ミシマオコゼ 195 金　 沢 シロカジキ 101
ごまさば 金　 沢 ゴマサバ 85 金　 沢 サワラ 97

輪 　島 輪　 島
宇出津 輪 　島 バジョウカジキ 144

こんぺ 珠 　洲 テングカスベ 127 宇出津 サワラ 97
宇出津 ガンギエイ 58 さんぺ 石　 崎 シイラ 99
宇出津 テングカスベ 127 さんぺい 七 　尾         （小）
石 　崎 さんま 金 　沢 サンマ 98

こんもり 珠   洲 ウマヅラハギ 35 輪　 島
珠 　洲 カワハギ 57 宇出津
宇出津 ウマヅラハギ 35 しいだい 宇出津 イシダイ 26
宇出津 カワハギ 57 しいら 金　 沢 シイラ 99

さくらぶく 輪 　島 アカメフグ 11 輪 　島
さくらます 珠　 洲 サクラマス 90 珠 　洲
さけ 金   沢 サケ 91 宇出津

珠 　洲 七　 尾
七 　尾 しお 輪　 島 ヒラマサ 159

さこ 珠 　洲 チダイ 123 珠 　洲
さこだい 金 　沢 宇出津

輪 　島 石 　崎
宇出津 七 　尾
石　 崎 しおこき 宇出津 アミメハギ 18

ざごち 金　 沢 イネゴチ 31 しおやき 石　 崎 ササノハベラ 93
さこちめ 珠 　洲 マダイ（小） 183 しげだら 金 　沢 ヨロイイタチウオ 210
ささがれ 金 　沢 ヤナギムシガレイ 205 しこもくざめ 宇出津 シロシュモクザメ 105
ささがれい 珠 　洲 しじう 宇出津 アイナメ 1

宇出津 しじゅう 金 　沢
さざぼ 宇出津 カタクチイワシ 51 珠　 洲

石 　崎
しただし 宇出津 ヒメジ 156

－30－ －31－



魚類方言・標準和名対称表（続き8） 魚類方言・標準和名対称表（続き9）
方　　　　言 地 　方 標　準　和　名 № 方　　　　言 地　 方 標　準　和　名 №

しび 珠 　洲 クロマグロ 78 すずめだい 輪 　島 スズメダイ 110
宇出津 すながれい 金　 沢 スナガレイ 111

しびこ 金 　沢 すべごち 金　 沢 ネズミゴチ 137
珠　 洲 すまだい 金 　沢 チダイ 123
宇出津 せんご 金 　沢 スズキ 108

しま 宇出津 イシダイ 26 珠 　洲
石 　崎 宇出津

しまあじ 珠 　洲 イサキ 23 ぜん 石 　崎 ウミタナゴ 36
宇出津 ぜんかい 石 　崎

しまだい 珠 　洲 イシダイ 26 せんがつお 石 　崎 カツオ 52
宇出津 そい 金 　沢 クロソイ 76
石 　崎 金 　沢 タケノコメバル 118
七 　尾 輪 　島 クロソイ 76

しまねじら 金 　沢 ササウシノシタ 92 そうこ 珠 　洲 ミシマオコゼ 195
しまねずら 輪 　島 　　　 宇出津
しまねぢら 珠 　洲 そうだがつお 金 　沢 マルソウダガツオ 192
しもく 輪 　島 シロシュモクザメ 105 そうはち 珠 　洲 ソウハチ 115
じゃじゃぼ 宇出津 カタクチイワシ 51 そーだかつお 輪 　島 192
しゃで 七 　塚 ナガズカ 132 宇出津
じゃぼ 珠　 洲 たい 金 　沢 マダイ 183
じゃみ 珠 　洲 宇出津
じゃむすず 宇出津 ダツ 120 石 　崎
じゃもはも 珠　 洲 スズハモ 109 七 　尾 チダイ 123

宇出津 七　 尾 マダイ 183
じゃんこ 石 　崎 キュウセン（♂） 66 だいご 金 　沢 アブラツノザメ 17
しょぽっぽー 宇出津 アミメハギ 18 たいこのばい 輪 　島 マエソ 178
しろがれい 橋 　立 ソウハチ 115 珠 　洲

橋 　立 マコガレイ 181 宇出津
金 　沢 イシガレイ 25 たいざめ 珠 　洲 ホシザメ 169
珠 　洲 マコガレイ 181 宇出津
宇出津 ソウハチ 115 たいのげんぱち 輪 　島 チカメキントキ 122
宇出津 ババガレイ 149 たかば 金 　沢 イシダイ 26

しろめぼら 宇出津 メナダ（高い：ぼら） 202 石 　崎
しわか 宇出津 クロマグロ 78 たかぽー 輪 　島
すいのくち 輪 　島 ダツ 120 たけのこめばる 宇出津 タケノコメバル 118
すがれ 金　 沢 ムシガレイ 196 たけめ 石 　崎 キジハタ 61
すけそうだら 金 　沢 スケトウダラ 107 石 　崎 タケノコメバル 118

輪　 島 だち 金 　沢 シログチ 103
珠　 洲 たちうお 金　 沢 タチウオ 119

すけとうだら 珠 　洲 輪　 島
宇出津 珠 　洲

すず 珠 　洲 サヨリ 96 石　 崎
宇出津 七　 尾

すずき 金 　沢 スズキ 108 たなご 金 　沢 ウミタナゴ 36
輪 　島 輪 　島
珠 　洲 珠 　洲
宇出津 宇出津
七 　尾 七 　尾

すずめがれい 金 　沢 メイタガレイ 198 たら 七 　尾 マダラ 184

－32－ －33－



魚類方言・標準和名対称表（続き10 ） 魚類方言・標準和名対称表（続き11）
方　　　　言 地　 方 標　準　和　名 № 方　　　　言 地　 方 標　準　和　名 №

だらもん 宇出津 アナハゼ 15 とき 宇出津 サケ 91
だるま 石 　崎 カサゴ 50 どこ 石　 崎 カサゴ 50
だるまがれい 金 　沢 ババガレイ 149 どっこ 輪　 島 ウルメイワシ 37
たんちょこ 珠 　洲 キヌバリ 64 とら 金 　沢 トラフグ 131

宇出津 とらぎす 金　 沢 オキトラギス 44
石　 崎 どろぼう 輪 　島 マアナゴ 176

ちかい 石 　崎 メジナ 200 とんびかれい 宇出津 マツカワ 186
七　 尾 とんびがれい 宇出津 メイタガレイ 198

ちがいます 宇出津 カラフトマス 56 とんぼ 金 　沢 ホソトビウオ 171
ちかえ 石 　崎 メジナ 200 どんぼー 珠 　洲 ウルメイワシ 37

七 　尾 宇出津
ちかばちめ 金 　沢 メバル 204 ながめ 宇出津 ギンポ 68
ちめ 珠　 洲 マダイ（小） 183 珠　 洲
ちめれんこ 珠 　洲 キダイ（小小） 62 ながらめ 輪 　島
ちや 輪　 島 イシダイ 26 ななおくちぼそ 金　 沢 マコガレイ 181
ちゃかんぽこ 輪 　島 ななきり 珠 　洲 イシガレイ 26
ちゃぶくろ 輪 　島 マルソウダガツオ 192 石 　崎
ちょうちんあんこう 宇出津 アンコウ 22 宇出津
ちん 宇出津 クロダイ（小） 77 なめた 金 　沢 ヒレグロ 161

石 　崎           （小） 珠 　洲
七 　尾 イシダイ 26 宇出津

ちいた 石 　崎 なめとこ 橋 　立 キジハタ 61
七 　尾 宇出津
七 　尾 クロダイ（中，小） 77 石　 崎

ちんちん 珠 　洲 イシダイ 26 なめら 橋　 立
宇出津 金　 沢
石 　崎 輪 　島

ちんちんだい 金　 沢 珠 　洲
つばえの 宇出津 ブリ 165 宇出津
つめ 石　 崎 マダイ 183 石 　崎
つめこだい 石　 崎 七　 尾
つんのめ 輪 　島 ウスメバル 34 なめりばちめ 宇出津
てきろ 珠 　洲 ギンポ 68 宇出津 マハタ 190
でしょぶく 金 　沢 マフグ 191 なより 金　 沢 ダツ 120
てつくい 金 　沢 ヒラメ 160 なんだ 金　 沢 タナカゲンゲ 121

珠 　洲       （大） 七　 塚
宇出津 輪 　島

てっぽう 宇出津 カタクチイワシ 51 珠 　洲
てぶふぐ 宇出津 クサフグ 69 宇出津

宇出津 ホシフグ 170 なんぽだい 宇出津 エビスダイ 39
でぶふぐ 宇出津 アカメフグ 11 にぎす 輪　 島 ニギス 133
でぶがつお 金 　沢 スマ 112 珠 　洲

金 　沢 ヒラソウダガツオ 157 宇出津
宇出津 スマ 112 にまいぞる 宇出津 ブリ 165
宇出津 ヒラソウダガツオ 157

でぶろくかつお 石 　崎 クロマグロ 78
てん 珠　 洲 クロダイ 77
どーこ 金　 沢 ウルメイワシ 37
どーせんご 金　 沢 マダイ 183

－34－ －35－



魚類方言・標準和名対称表（続き12） 魚類方言・標準和名対称表（続き13）
方　　　　言 地 　方 標　準　和　名 № 方　　　　言 地 　方 標　準　和　名 №

ねじた 宇出津 クロウシノシタ 74 はたはた 橋　 立 ハタハタ 145
宇出津 ササウシノシタ 92 金 　沢
石 　崎 クロウシノシタ 74 七 　塚
石 　崎 ササウシノシタ 92 輪 　島
七 　尾 クロウシノシタ 74 珠　 洲
七 　尾 ササウシノシタ 92 宇出津 カンパチ 60

ねじら 金 　沢 クロウシノシタ 74 宇出津 ハタハタ 145
珠　 洲 石 　崎

ねじり 宇出津 ばちばち 宇出津 ブリ 165
ねずみごち 輪　 島 ネズミゴチ 137 はちめ 金 　沢 ハツメ 147
ねずら 輪 　島 クロウシノシタ 74 珠　 洲

珠 　洲 宇出津 メバル 204
のた 石 　崎 アカハゼ 8 石　 崎

石 　崎 キヌバリ 64 はなじろ 七　 尾
のど 宇出津 アカムツ 10 はなだい 七　 尾 マカジキ 179
のどぐろ 橋 　立 はね 宇出津 チダイ 123

金 　沢 金　 沢 スズキ 108
輪 　島 石　 崎 スズキ（中）
珠　 洲 はねせいご 石　 崎
宇出津 ばばがれい 橋　 立 ヒレグロ 161
石 　崎 珠 　洲 ババガレイ 149

のろのろ 金　 沢 シロゲンゲ 104 宇出津
珠 　洲 はも 金　 沢 ハモ 150

ばいおりん 宇出津 ウマズラハギ 33 金 　沢 スズハモ 109
はがそお 輪 　島 クロマグロ 78 輪 　島 ハモ 150
はがれい 輪 　島 ヒラメ 160 珠　 洲
はぎ 輪 　島 ウマズラハギ 35 宇出津

珠 　洲 カワハギ 57 石　 崎
ばく 珠 　洲 ウマズラハギ 35 七 　尾

珠 　洲 カワハギ 57 はりせんぼん 金　 沢 ハリゼンボン 151
宇出津 ウマズラハギ 35 輪　 島
石 　崎 珠 　洲
七 　尾 宇出津
七 　尾 カワハギ 57 ばれん 金　 沢 バショウカジキ 144

ばくだい 宇出津 ウマズラハギ 35 珠　 洲
宇出津 カワハギ 57 宇出津

ばくち 金 　沢 ウマズラハギ 35 ばんごう 金　 沢 ガンゾウビラメ 59
珠 　洲 ひいらぎ 金　 沢 カンパチ 60
石　 崎 ひだりまき 宇出津 タカノハダイ 117
石 　崎 カワハギ 57 ひでり 石　 崎 ギンポ 68

ばくちこき 輪 　島 ウマズラハギ 35 ひめ 宇出津 ヒメ 155
輪 　島 カワハギ 57 ひめあじ 金 　沢 オアカムロ 40
宇出津 ウマズラハギ 35 輪　 島
宇出津 カワハギ 57 珠　 洲

はぜ 輪 　島 マハゼ 189 びょうぶさわら 珠　 洲 バショウカジキ 144
はたけ 宇出津 カンパチ 60 びょうぶざわら 宇出津

ひらあご 輪　 島 ツクシトビウオ 124
ひらまさ 輪　 島 ヒラマサ 159

珠　 洲
－36－ －37－



魚類方言・標準和名対称表（続き14） 魚類方言・標準和名対称表（続き15）
方　　　　言 地 　方 標　準　和　名 № 方　　　　言 地 　方 標　準　和　名 №

ひらます 珠 　洲 サクラマス 90 べんだい 金 　沢 キダイ 62
宇出津 輪　 島

ひらめ 橋　 立 ヒラメ 160 珠 　洲
金　 沢 宇出津
輪 　島 石 　崎
珠 　洲 べんつきだい 宇出津 198
宇出津 ほうしょう 宇出津 メイタガレイ 167
石　 崎 ほうぼう 七　 尾 ホウボウ 165

ひらめだい 輪 　島 チダイ 123 ぼーず 宇出津 ブリ
ひれなが 宇出津 メバチ 203 石 　崎

宇出津 ビンナガ 163 七　 尾
ぴん 宇出津 マサバ 182 ほーほ 金 　沢 ホウボウ 167
びんちょ 金 　沢 ビンナガ 163 輪 　島

宇出津 宇出津
びんぼー 輪 　島 ウスバハギ 33 ほーほう 珠 　洲
ふか 珠 　洲 ネズミザメ 138 ほーぼう 珠　 洲

宇出津 アオザメ 2 ほしざめ 宇出津 ホシザメ 169
宇出津 ネズミザメ 138 ほっけ 金　 沢 ホッケ 172
宇出津 ホホジロザメ 173 輪　 島
宇出津 ヨシキリザメ 209 珠 　洲

ふく 金 　沢 アカメフグ 11 宇出津
金　 沢 カラス 55 ぼっとばちめ 石 　崎 キツネメバル 63
金 　沢 クサフグ 69 ぼら 金 　沢 ボラ 174
金　 沢 クマサカフグ 72 輪　 島
金　 沢 ゴマフグ 86 珠 　洲
金　 沢 ホシフグ 170 宇出津

ふぐ 石 　崎 サバフグ 94 ぼんだい 宇出津 アサヒアナハゼ 14
石 　崎 トラフグ 131 ほんはも 輪 　島 スズハモ 109
石 　崎 マフグ 191 ぼんぼんいち 珠 　洲 マンボウ 193

ふくらぎ 金 　沢 ブリ 165 宇出津
輪 　島 ほんます 輪 　島 サクラマス 90
珠　 洲 珠 　洲
宇出津 宇出津
石 　崎 まいわし 輪 　島 マイワシ 177

ぶり 金 　沢 珠 　洲
輪 　島 七 　尾
珠 　洲 まがねばちめ 輪 　島 メバル 204
宇出津 まがれい 宇出津 アカガレイ 6
七 　尾 石 　崎 マコガレイ 181

ぶりもどき 宇出津 ブリモドキ 166 まぐろ 輪 　島 クロマグロ 78
べた 金　 沢 ヒレグロ 161 珠 　洲
へたぐり 石　 崎 メバル 204 まじた 宇出津 ササウシノシタ 92
べっと 石　 崎 コノシロ 83 ます 金 　沢 カラフトマス 56

七 　尾 金 　沢 サクラマス 90
べっとう 宇出津 輪 　島 カラフトマス 56
べとこち 石 　崎 ネズミゴチ 137 輪 　島 サクラマス 90
べら 金　 沢 キュウセン 66 輪 　島 サケ 91
へらがつお 宇出津 マナガツオ 188 珠 　洲 カラフトマス 56
べん 石 　崎 キダイ 62 七 　尾 サクラマス 90
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魚類方言・標準和名対称表（続き16） 魚類方言・標準和名対称表（続き17）
方　　　　言 地 　方 標　準　和　名 № 方　　　　言 地 　方 標　準　和　名 №

まだい 輪 　島 マダイ 183 もくぢ 珠 　洲 キュウセン 66
宇出津 珠 　洲 コブダイ 84

まだら 金 　沢 マダラ 184 宇出津
輪 　島 もすず 輪 　島 サヨリ 96
珠 　洲 もだつ 輪 　島 オキタナゴ 43
宇出津 珠 　洲

まつかさ 宇出津 マツカサウオ 185 宇出津
まつかわ 金 　沢 マツカワ 186 もち 石　 崎 メダイ 201
まつむし 金 　沢 カナド 54 もんだい 珠 　洲 マトウダイ 187
まばちめ 輪 　島 メバル 204 宇出津
まふぐ 輪 　島 カラス 55 石 　崎

宇出津 マフグ 191 もんつき 輪 　島
まるあご 宇出津 ホソトビウオ 171 やなぎがれい 宇出津 ヤナギムシガレイ 205
まるたい 珠 　洲 マダイ 183 やなぎはちめ 輪 　島 ウスメバル 34
まるとび 宇出津 ホソトビウオ（小） 171 やなぎばちめ 金 　沢
まんき 宇出津 マナガツオ 188 珠 　洲
まんだら 宇出津 カツオ 52 宇出津
まんぼう 輪 　島 マンボウ 193 石 　崎

金 　沢 やまのかみ 金 　沢 オニオコゼ 46
むくじ 石 　崎 コブダイ 84 よーか 七 　塚 ゴテンアナゴ 82
むすず 珠 　洲 サヨリ 96 よしきりざめ 宇出津 ヨシキリザメ 209

宇出津 よそべ 金　 沢 マエソ 178
むろあじ 金 　沢 ムロアジ 197 石 　崎

輪 　島 よねず 石 　崎 キジハタ 61
め 石　 崎 メバル 204 よわわ 金 　沢 クロマグロ 78
めがねいわし 宇出津 ウルメイワシ（小） 37 れんこ 珠 　洲 キダイ 62
めがれ 橋 　立 ヤナギムシガレイ 205 れんこだい 珠 　洲 チダイ 123

金 　沢 ろーそく 輪 　島 マルソウダガツオ 192
めぎす 金 　沢 ニギス 133 宇出津 　　　　　　　　　　　（小）

輪 　島 ろーそくかつお 石 　崎
珠 　洲 ろしやがれい 金 　沢 ウロコガレイ 38
宇出津 ろすけがれい 珠 　洲

めごと 輪　 島 マダイ 183 わに 金 　沢 ネズミザメ 138
めじ 金 　沢 クロマグロ 78 わらじがれい 宇出津 クロウシノシタ 74

金 　沢 メバチ 203 わらずか 金　 沢 ナガズカ 132
輪 　島 クロマグロ 78 わらぢ 宇出津 ムシガレイ 196
珠　 洲 わん 金 　沢 アオザメ 2
宇出津 金 　沢 ホホジロザメ 173

めじょふぐ 輪 　島 クサフグ 69 輪 　島 アオザメ 2
めだい 金 　沢 メダイ 201 輪 　島 ホホジロザメ 173
めつき 石 　崎 キダイ 62 珠 　洲 アオザメ 2
めつきだい 金 　沢 珠 　洲 ネズミザメ 138
もうか 輪　 島 ネズミザメ 138 珠 　洲 ホホジロザメ 173

珠　 洲 宇出津 アオザメ 2
もくえん 珠 　洲 コブダイ 84 宇出津 ホホジロザメ 173

宇出津 宇出津 ヨシキリザメ 209
石　 崎
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水産生物・標準和名対称表 水産生物・標準和名対称表（続き1）
方　　　　言 地 　方 標　準　和　名 № 方　　　　言 地 　方 標　準　和　名 №

あおりいか 金 　沢 アオリイカ 1 くるま 石　 崎 クルマエビ 6
あかいか 金 　沢 ブドウイカ 22 七 　尾

珠 　洲 くるまえび 金 　沢
あかえび 珠 　洲 ホッコクアカエビ 25 珠 　洲

宇出津 宇出津
石　 崎 トラエビ 20 くろみいか 珠 　洲 アオリイカ 1

あかがに 宇出津 ベニズワイガニ 23 宇出津
あかがん 珠　 洲 くろめいか 宇出津
あかだこ 石　 崎 マダコ 18 けがに 金 　沢 ケガニ 8
あがだこ 輪 　島 テナガダコ 26 珠 　洲
あかなまこ 珠 　洲 マナマコ 27 宇出津
あきえび 石 　崎 ヨシエビ 32 かんさきいか 宇出津 ヤリイカ 31
あしなが 金　 沢 テナガダコ 18 げんぺいがに 宇出津 タラバガニ 16
あぶらいか 宇出津 ホタルイカ 24 こういか 金 　沢 コウイカ 9
あまえび 金 　沢 ホッコクアカエビ 25 七 　尾

輪　 島 こだこ 輪　 島 イイダコ 2
珠 　洲 さぶさかに 宇出津 ケガニ 8
宇出津 さるえび 宇出津 トヤマエビ（小） 19

いいだこ 金 　沢 マダコ 26 しこがに 宇出津 ベニズワイガニ 23
いしだこ 宇出津 16 しろいか 珠 　洲 ブドウイカ 22
いばらかに 金 　沢 タラバガニ すみいか 宇出津 アオリイカ 1

珠 　洲 ずわい 橋 　立 ズワイガニ 12
宇出津 金 　沢

いわだこ 金　 沢 マダコ 26 たこ 宇出津 マダコ 26
えび 石　 崎 ヨシエビ 32 石 　崎 イイダコ 2
おおいか 宇出津 ソデイカ 14 七 　尾 マダコ 26
おおだこ 輪　 島 ミズダコ 28 たぶだこ 珠 　洲 ミズダコ 28
がくいか 輪　 島 アオリイカ 1 宇出津
がすえび 金　 沢 クロザコエビ 7 だぶだこ 輪 　島
がたえび 宇出津 たるいか 金 　沢 ソデイカ 14
かに 宇出津 ズワイガニ 12 珠 　洲
かぶとかに 宇出津 タラバガニ 16 宇出津
かみなりいか 珠 　洲 コウイカ 9 てながだこ 宇出津 テナガダコ 18
からかさいか 輪 　島 ソデイカ 14 とやまえび 珠 　洲 トヤマエビ 19

珠 　洲 宇出津
宇出津 ながて 石 　崎 テナガダコ 18

がんち 珠 　洲 ズワイガニ 12 なまこ 輪 　島 マナマコ 27
がんちょう 珠 　洲 珠 　洲

宇出津 石 　崎
かんのんいか 七 　尾 ソデイカ 14 七 　尾
きびなまこ 宇出津 マナマコ 27 べにかに 珠 　洲 ベニズワイガニ 23
くちいか 珠 　洲 アオリイカ 1 べにがに 宇出津

宇出津 べにずわい 金 　沢
くついか 宇出津 ほねいか 珠　 洲 コウイカ 9
くま 石 　崎 トラエビ 20 宇出津

－42－ －43－



水産生物・標準和名対称表（続き2）
方　　　　言 地 　方 標　準　和　名 №

まいか 橋 　立 スルメイカ 11 編集を終えて
金 　沢
輪 　島
珠　 洲 　本書の編集にあたっては、日本海区水産研究所主任研究官、加藤史彦氏の全面的な
宇出津
石 　崎 ご協力をいただいた。記して感謝の意を表するとともに、方言の収集の祭にご協力い
七 　尾

まええび 石 　崎 ヨシエビ 32 ただいた県下の水産研究者、漁業関係者の方々に深甚の感謝を申しあげる。
まだこ 金　 沢 ミズダコ 28
まついか 金 　沢 ヤリイカ 31 　なお、今後本書の空欄が補完され、さらに魚種の追加がなされることを切に期待す

珠 　洲 ホタルイカ 24
宇出津 るものである。

ままだこ 宇出津 イイダコ 2
珠 　洲

みみだこ 金 　沢 ミミイカ 29
やりいか 輪 　島 ヤリイカ 31 昭和60年3月

珠 　洲 執筆取りまとめ担当者
宇出津
七   尾

よしえび 宇出津 ヨシエビ 32 （石川県水産試験場）

〈県下協力者〉

石川県水産試験場

　中谷　　栄 貞方　　勉

　山田悦正 粟森勢樹

　又野康男 五十嵐誠一

　神崎和豊

石川県水産業改良普及所

　加川政八

　永田房雄

石川県内水面水産試験場

　内木幸次
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