
Ⅲ 魚等にかかわる漢字

魚偏がつく文字は，ある本には「漢和大辞典」では135字，諸橋轍次氏の「大漢和辞典」では683

字掲載されているとある。また「サカナの雑学辞典」には魚でない文字も含めて略字を加えると

1,006字掲載されている。しかし魚の種類は２万種もいるといわれているが,「常用漢字表」に掲げ

てある文字は「魚」以外では「鯨」（げい・くじら）と「鮮」（せん）の２字だけである。つまり

辞典の中に出てくる何百字という魚偏の文字はほとんどが当て字か嘘字ということになるのか？｡

学校の理科の教科書では，魚の名前はすべてカタカナで書くようにされている。

魚偏の魚のほかに，魚を表記する漢字を大まかに分類すると次のようである。

１ 魚の体形や色彩など外形によるもの

（例） 秋刀魚(サンマ)，太刀魚(タチウオ)，針魚(サヨリ)，柔魚(イカ), 赤魚(アカウオ)等

２ 実際の習性や生態・風味などに由来するもの

（例） 飛魚(トビウオ)，平良魚(ヒラメ)，石持(イシモチ)，痺 (シビレエイ）等魚覃

３ イメージや連想によるもの

(例) 鰯(イワシ)，鰹(カツオ)，虎魚(オコゼ)，海馬(タツノオトシゴ)， 河豚(フグ）等

４ 伝説や故事・俗言によるもの

(例) 春告魚(ニシン)，烏賊(イカ)，柳葉魚(シシャモ)，北枕(キタマクラ）等

５ 音による借字

(例) 鮟鱇(アンコウ)，知奴(チヌ)，間八(カンパチ)，鮒(フナ)，鰒(フグ)，等

以下これら魚介藻類，水産動物，水産加工品，水産にかかわる漢字の一部を下記にまとめた。

名 前 漢 字 名 前 漢 字 名 前 漢 字

アジ 鯵,鰺,竹筴魚,鱢 イシナギ 石投,大師魚,鯼水 産 動 物

アナゴ 穴子,海鰻,海麗 イスズミ 伊須墨（魚 類）

アイゴ 藍子,阿乙呉,鮎並 ,海即,秤目 イズミダイ 鯛

アイナメ 相嘗(甞),愛女魚, アブラハヤ 油鮠 イタチウオ 鼬魚,油身魚

鮎魚女,愛魚女,鱨 アマダイ 甘鯛,方頭魚, , イトヒキアジ 糸引鯵

鮎並,鮎奈女, , 六頭魚 イトウ 伊富, ,

鰷身魚,相鱨女, アマゴ 雨子,天魚, ,鰀 イトヨ 糸魚,絲魚,棘魚

アオキス 青鱚 アメノウオ 雨魚,紅魚,鯇,鱓 イトヨリダイ 金糸鯛,糸縒鯛

アオダイ 青鯛 鯶 糸綟鯛

アオチビキ 青血引 アユ 鮎,香魚,年魚,鱫 イナダ ,魬

アオヤガラ 青矢柄 阿由,細鱗魚,氷魚 イボダイ 疣鯛

アオブダイ 青舞鯛 銀口魚, , ,鰀 イワシ 鰯,鰮,鰛

アカアマダイ 赤甘鯛 アラ 阿良,阿羅, , イワナ 岩魚,嘉魚, ,鮇

アカイサギ 赤鷄魚 アンコウ 鮟鱇,鮟,鱇,綬魚 イラ 伊良

アカウオ 赤魚 琵琶魚,華臍魚 インドマグロ 印度鮪

アカカマス 赤魣 老婆魚 ウグイ 石斑魚,鮠,鰔,鰄

アカカレイ 赤鰈 イカナゴ 玉筋魚,鮊子 ,鯎,鯏,桃花魚

ｱ ｶ ｼ ﾀ ﾋ ﾞ ﾗ ﾒ 赤舌鮃 イサキ 伊佐木,伊佐幾 ウシサワラ 牛鰆

アカムツ 赤鯥 鷄魚, ,鱊 ウシノシタ 牛舌,靴底舌

アカメ 赤女,赤目 イサザ 魦,縮緬雑魚 舌平目

アカヤガラ 赤矢柄 イシガキダイ 石垣鯛 ウスメバル 薄眼張

アキアジ 秋味,秋鯵 イシガレイ 石鰈 ウツボ 鱓,鱓魚,鱣

アコウ 赤魚,阿古,阿候 イシダイ 石鯛,縞鯛 ウナギ 鰻, , ,鯣,

緋魚 イシモチ 石持,石首魚,鮖

アサバカレイ 浅葉鰈 石頭魚,鮸,鯮,鰵 ウマズラハギ 馬面剥



ウミタナゴ 海鱮,海鯽 カワハギ 皮剥,鮍 コウナゴ 小女子,小女魚

ウミヒゴイ 海緋鯉 カワマス 河鱒,川鱒 コオリカマス 氷魣

ウミヘビ 海蛇, ,鱔 カワムツ 河鯥 コトヒキ 琴引,琴弾

ウルメイワシ 潤目鰯(鰮), カンダイ 寒鯛,勘鯛 コショウダイ 胡椒鯛

ウキゴリ 浮鮴 カンパチ 間八,勘八 コチ 鯒,鮲,魥,鯃,伏

エツ 斎魚,斉魚,比魚 カンランハギ 橄欖剥 魚,牛尾魚,魚伏

鰽,鱴,鮆,鮤, キアマダイ 黄甘鯛 コノシロ 鮗,鰶,鱥, ,鯯

エソ 狗母魚,狗母,恵魚 ギギ 義義, ,鯅,鰅, 鱅, , ,

鱛,鮧, , ,鮿, ,鱨 コハダ(ｺﾉｼﾛ) 小鰭,江鰶魚,

エゾメバル 蝦夷目張 キス 鱚,鼠頭魚,気数子 香箸

エビスダイ 恵比須鯛 幾須子 コブダイ 瘤鯛

オイカワ 追川,追河 キダイ 黄鯛 コマイ 氷下魚,粉馬以

オオウナギ 大鰻 キタマクラ 北枕 ゴマサバ 胡麻鯖

オオカミウオ 狼魚,鰲 キチジ 吉次,喜知次 コロダイ 胡盧鯛

オオサガ 大逆 キハダ 黄肌,黄鰭,鱍 ゴリ 鮴,吾里,鮔,石伏

オオナゴ 大女子 キハダマグロ 黄肌鮪 ゴンズイ 権瑞,

オオナマズ 鮷,鯠,魾,鱧,鯬, キバチ 義蜂, 海義義(ｳﾐｷﾞｷﾞ)

キビナゴ 黍魚子,吉備奈子 サクラダイ 桜鯛

オキアジ 沖鯵 吉備奈仔 サクラマス 桜鱒

オキエソ 沖鱛 キュウセン 九仙,求仙,気宇仙 サケ 鮭,鮏, ,季花魚

オキサワラ 沖鰆 キレンコ 黄連子 桂魚

オキスズキ 沖鱸 キンギョ 金魚,錦魚 サゴシ 狭腰

オコゼ 虎魚, , ,鰧, ギンザケ 銀鮭 サッパ 拶双魚,鯯

オニオコゼ 鬼虎魚,鬼 キントキダイ 金時鯛 サバ 鯖, ,

オヒョウ 大鮃 ｷ ﾝ ﾁ ｬ ｸ ﾀ ﾞ ｲ 巾着鯛 サヨリ 細魚,針魚,竹魚

オヤニラミ 親睨 ギンポ 銀宝 箴魚, ,鱵,

カイワリ 貝割 ギンブナ 銀鮒 サワラ 鰆,狭腹,馬鮫魚

カガミダイ 鏡鯛, キンメダイ 金目鯛,金眼鯛 佐波羅

カサゴ 笠子,愚魚,鮋, キヌベラ 絹遍羅 サンマ 秋刀魚,秋光魚

カジカ 鮖,鰍,河鹿魚, クエ 九絵 三馬,青串魚

杜父魚,社父魚 クサウオ 草魚 シイラ 鱪,鱰,鰍,鯺

カジキ 梶木,旗魚,舵木 クサフグ 草河豚 九万疋(ｸﾏﾋﾞｷ)

鱏,羽魚 クサヤモロ 臭屋鰘 シシャモ 柳葉魚

ｶ ﾀ ｸ ﾁ ｲ ﾜ ｼ 片口鰯,片口鰮,鯷 グチ(ｲｼﾓﾁ) 石首魚,石魚 シタビラメ 舌鮃,舌平目,鮌

カツオ 鰹,堅魚,勝魚, クルマダイ 車鯛 シビ 鮪, , ,鮥, ,

松魚,烏帽子魚， ｸ ﾛ ｶ ﾜ ｶ ｼ ﾞ ｷ 黒皮梶木 , , ,鮛,

頑魚 黒皮旗魚 鯍

カナガシラ 金頭,方頭魚 クロソイ 黒曹以 シマアジ 縞鯵,島鯵

カマス 梭魚,梭子魚,魣, クロダイ 黒鯛,鳥類魚 シマイサキ 縞伊佐木,縞鷄魚

秋告魚,魳 クロガレイ 黒鰈 縞伊佐幾

カマツカ 鎌柄 クロマグロ 黒鮪 シマカツオ 縞鰹

カレイ 鰈,王余魚,比目魚 クロムツ 黒睦,黒鯥 ｼ ｮ ｳ ｻ ｲ ﾌ ｸ ﾞ 潮際河豚

魚介,鮴,魪,魼, ｹﾞﾝｺﾞﾛｳﾌﾞﾅ 源五郎鮒 シラウオ 白魚,鮊,王余魚

鮙,鰜,鱋,鰨, コイ 鯉,六六魚, , シラス 白子,素魚



シロアマダイ 白甘鯛 トド(ｵｵﾎﾞﾗ) 鮱 ヒガイ 鰉,皇魚

シロウオ 白魚,鮊 トビウオ 飛魚,燕魚, , ヒゲダイ 鬚鯛

シロギス 白鱚 蜻蛉魚,鰩 ヒゲタラ 鬚鱈

スズキ 鱸, , トビハゼ 跳鯊 ヒメマス 姫鱒

スケトウダラ 介党鱈,助宗鱈 トラフグ 虎河豚 ヒメダイ 姫鯛,曹白魚

助惣鱈,鯳,介黨 ドロメ 泥目 ヒメジ 比売知

スズメダイ 雀鯛 ドンコ 鈍甲 ﾋﾗｿｳﾀ ﾞ ｶﾂ ｵ 平宗太鰹

スバシリ 鯐,鰢,洲走,生走 ナマズ 鯰,魸,鯷, ,鮡 ヒラマサ 平政,平鰤

スマ 須万,灸魚(ﾔｲﾄ) 鱠,鮧, , , ヒラメ 平目,鮃,比目魚,

セイゴ 鮬 鰋 平良魚,比良女,

セグロイワシ 背黒鰯 ナメラフグ 滑河豚 魪,板魚,魼

ソウギョ 草魚 ﾅ ﾝ ﾖ ｳ ｷ ﾝ ﾒ 南洋金目 王餘魚

ソウダガツオ 宗太鰹,惣太鰹 ニゴイ 似鯉,鯫 ヒレカサゴ 鰭鮋

ソウハチ 宗八 ニギス 似鱚 ビンナガ 鬢長,鰭長,袖長

タイ 鯛,鮉,平魚,赤女 ニジマス 虹鱒 ﾋﾞﾝﾅｶﾞﾏｸﾞﾛ 鬢長鮪

棹尾魚,大位,赤目 ニシン 鰊,鯡,春告魚, フエフキダイ 笛吹鯛

ﾀｲﾜﾝﾄﾞｼﾞｮｳ 台湾泥鰌 ニベ 鮸, , ブリモドキ 鰤擬

タカベ 高部,釈迦魚,鰖 ヌタウナギ 饅鰻 フグ 河豚,鰒,西施乳,

タカノハダイ 鷹之羽鯛 ヌマガレイ 沼鰈 吹吐魚,福魚, ,

タチウオ 太刀魚,帯魚,魛, ヌメリゴチ 滑鯒 鯸,魨,鰗,鮐, ,

鮆, ,魮,鰽, ネンブツダイ 念仏鯛 鮭, ,豚魚

ダツ 駄津,吻長魚,灘鱵 ノドクサリ 喉腐(ﾒｺﾞﾁ) ブダイ 武鯛,不鯛,部鯛

ﾀ ﾂ ﾉ ｵ ﾄ ｼ ｺ ﾞ 海馬,馬魚 ハオコゼ 葉虎魚,葉騰 舞鯛,醜鯛

タナゴ 鱮, ,鮟,鰱, , ハガツオ 齒鰹 フナ 鮒,田魚, ,鯽,

妾魚, ,鯞,鯜, ハコフグ 箱河豚 鰿, ,布奈, ,

,鮿 ﾊ ﾞｼ ｮ ｳｶ ｼ ﾞｷ 芭蕉旗魚( )秋太郎

タラ 鱈,大口魚,鰔, ハス ,鰣, ブリ 鰤,海鰱,老魚

雪魚,鱤,大巨魚 ハゼ 鯊,沙魚,炒魚,魦 ヘダイ 平鯛

ダボハゼ ,鱅,吐鮫魚 鯋,鮀, , , ベニサケ 紅鮭

チカ ハタ 羽太,鰭翼,藻魚 ベラ 倍良,遍羅

ﾁ ｶ ﾒ ｷ ﾝ ﾄ ｷ 近目金時 ハタハタ 鰰,鱩,鱈鰰,神魚 ヘラブナ 箆鮒

チダイ 血鯛, 雷魚 ホーボー 魴,鰾,鮄,魴鮄,

鼻折鯛(ﾊﾅｵﾚﾀﾞｲ) ハダカイワシ 裸鰯 竹麦魚

チチブ 知知武, ババガレイ 婆婆鰈 ホシカレイ 星鰈

チヌ 知奴,茅淳 ハマダイ 浜鯛 ホタルジャコ 蛍囃喉

ﾁ ｮ ｳ ﾁ ｮ ｳ ｳ ｵ 蝶々魚 ハマチ 魬,波万知 ホッケ

ツバメウオ 燕魚 ハモ 鱧, ,鮜, ,鰬 ボラ 鯔,鰡,鮱 ,(ﾄﾄﾞ)

ﾂ ﾊ ﾞ ﾒ ｺ ﾉ ｼ ﾛ 燕鮗,燕鰶 海鱧,毛魚,海鰻 ホンマグロ 本鮪

ツンブリ 双帯鰤 ハヤ 鮠,羽矢, ,鯋 マアジ 真鯵

テングカスベ 天狗糟倍 鱓, ,鮂, , マアナゴ 真穴子

テンジクダイ 天竺鯛 鰦, , , ,鯈 マイワシ 真鰯,真鰮

ﾄ ｳ ｺ ﾞ ﾛ ｲ ﾜ ｼ 藤五郎鰯 ハリセンボン 針千本,鬼頭魚, マカジキ 真梶木

ドジョウ 泥鰌,鰌,鯲, ,鰼 ヒイラギ 柊,柊魚,狗硬魚 マガレイ 真鰈

鱃, ,泥生,土生 ヒウオ ,氷魚 マグロ 鮪



マゴチ 真鯒 笛吹(ﾌｴﾌｷ), フカ 鱶,鱣,鮠魚,黄魚

マコガレイ 真子鰈 ヤツメウナギ 八目鰻, 沙魚

マサバ 真鯖,真 ヤマトカマス 大和魣,大和魳 エイ 鱏,鱝,鰩,鱆, ,

マス 鱒,鮅, ,万須,鰚 ヤマメ 山女,山女魚, 傾城魚,海鷄魚魚畢

マスノスケ 鱒介 榎葉魚 アカエイ 赤鱏,赤鱝,紅魚

マダイ 真鯛 ユゴイ 湯鯉 編笠魚, ,

マダラ 真鱈 ヨウジウオ 楊子魚,楊枝魚 イトマキエイ 糸巻鱝(鱏)

マツカサウオ 松毬魚 ヨシノボリ 葦登 カンギエイ 雁木鱝(鱏)

ﾏ ﾂ ｶ ﾜ ｶ ﾚ ｲ 松皮鰈 ﾖ ﾛ ｲ ｲ ﾀ ﾁ ｳ ｵ 鎧鼬魚 シビレエイ 痺鱝(鱏)

マトウダイ 的鯛 ライギョ 雷魚,鱩 スブタエイ 簀蓋鱝(鱏)

マナガツオ 真魚鰹,真名鰹, ランチュウ 蘭魚,蘭鋳 トビエイ 鳶鱝(鱏),燕鱝

鯧, ,昌魚,鱂, レンギョ 連魚 トリエイ 鳥鱝(鱏)

,鰪, ,鯧魚 ワカサギ 公魚,若鷺,鰙 ヤッコエイ 奴鱝(鱏)

マハゼ 真沙魚,真鯊 ワタカ 黄鯝魚

（エ ビ 類）マハタ 真羽太,真鰭 ワラスボ 藁素坊

マフグ 真河豚 ワラサ 稚鰤 エビ 海老,蝦,鰕,蛯,

ﾏ ﾙ ｿ ｳ ﾀ ﾞ ｶ ﾂ ｵ 丸宗太鰹 魵

マンボウ 翻車魚,円坊魚, アカエビ 赤海老(蝦)（サメ・エイ類）

漢方魚,飜車魚, サメ 鮫,魦錯,錯魚, アマエビ 甘海老(蝦)

浮亀(浮木) 錯 沙魚,狭目, イセエビ 伊勢海老(蝦)

ミシマオコゼ 三島虎魚,三島 ウシエビ 牛海老(蝦)

ミナミマグロ 南鮪 アイザメ 藍鮫 クマエビ 熊蝦､隈蝦

ミノカサゴ 蓑笠子,蓑鮋 アオザメ 青鮫 クルマエビ 車海老(蝦)

ムシカレイ 虫鰈 アブラザメ 油鮫 コウライエビ 高麗海老(蝦)

ムツ 陸魚,睦魚,鯥 ｱﾌﾞﾗﾂﾉｻﾞメ 油角鮫 サクラエビ 桜蝦

ムツゴロウ 鯥五郎 オナガザメ 尾長鮫 シバエビ 芝海老(蝦)

ムロアジ 室鯵,鰘 ギンザメ 銀鮫 シラエビ 白海老(蝦)

メイタカレイ 目板鰈,目痛鰈 コバンサメ 小判鮫 セミエビ 蝉海老（蝦）

メイチダイ 目一鯛 サカタザメ 坂田鮫 ﾀ ｲ ｼ ｮ ｳ ｴ ﾋ ﾞ 大正海老(蝦)

メカジキ 女梶木,眼梶木, シュモクザメ 撞木鮫,種木鮫, テナガエビ 手長海老(蝦),

目旗魚 雙髻鯊, 草蝦

メクラウナギ 盲鰻 桛鱶(ｶｾﾌｶ) ボタンエビ 牡丹海老(蝦)

メゴチ 眼鯒,雌鯒,女鯒, ジンヘエザメ 甚平鮫 ﾎｯｺｸｱ ｶ ｴﾋ ﾞ 北国赤蝦

鼠坊 チョウザメ 蝶鮫,鱘, ,

（カ ニ 類）メダイ 目鯛 潜竜魚

メジナ 眼仁奈,目品 ツノザメ 角鮫 カニ 蟹,蠏, , ,蝦

メダカ 目高, , ドチザメ 奴智鮫 アサヒカニ 旭蟹

メナダ 眼奈太, ネコザメ 猫鮫(栄螺割) イバラガニ 棘蟹

メバチマグロ 目鉢鮪,眼撥鮪 ネズミザメ 鼠鮫 エチゼンカニ 越前蟹

メバル 眼張,鮶 ホシザメ 星鮫 オスガニ , ,

メヌケ 目抜 ノコギリザメ 鋸鮫 ガザミ 蝤蛑

モヨウフグ 模様河豚 ホホジロサメ 頬白鮫 カブトカニ 兜蟹,鱟

モロコ 諸子, メジロサメ 目白鮫 ケガニ 毛蟹

ヤガラ 矢柄,矢幹魚, ヨシキリザメ 葦切鮫,葭切鮫 サワガニ 沢蟹



ザリガニ 躄蟹,蜊蜆,蜊蛄 マダコ 真蛸(鱆,鮹), 海獺

鰕蟹 真章魚 カメ 亀,龜,鼇

シオマネキ 潮招,望湖,望潮 ミズダコ 水蛸,水章魚 アオウミガメ 青海亀

ズワイガニ 楚蟹,埜蟹 カイトウゲ 海藤花( ) アカウミガメ 赤海亀蛸の卵

タカアシガニ 高脚蟹 オオウミガメ 螯,魭,

タラバカニ 鱈場蟹 イシガメ 石亀（クジラ・イルカ類）

ハナサキガニ 花咲蟹 クジラ 鯨, ,鯢(ﾒｽ), スッポン 鼈,鱉

ヘイケガニ 平家蟹 海翁,勇魚(ｲｻﾞﾅ) ゼニガメ 銭亀

マツバガニ 松葉蟹(越前蟹) イッカク 一角 タイマイ 玳瑁,瑇瑁

モクズガニ 藻屑蟹 イワシクジラ 鰯鯨 ベッコウガメ 鼈甲亀

ワタリガニ 渡蟹 コクジラ 児鯨,克鯨 ドブガメ 溝亀

ｺﾞﾝﾄﾞｳｸｼﾞﾗ 巨頭鯨 ドロガメ 泥亀

ザトウクジラ 座頭鯨 ｻ ﾝ ｼ ｮ ｳ ｳ ｵ 山椒魚, , ,魶（アミ・シャコ等）

アミ 醤蝦,海糠,海鱇 ツチクジラ 槌鯨 鯢,

糠蝦, ,鮩, , ｼﾛﾅｶﾞｽｸｼﾞﾗ 白長須鯨 ワニ 鰐,鱷, , ,

アキアミ 沖醤蝦 セミクジラ 背美鯨,背乾鯨 アメフラシ 雨降,雨虎

ﾅ ﾝ ｷ ｮ ｸ ｵ ｷ ｱ ﾐ 南極沖醤蝦 ナガスクジラ 長須鯨 クラゲ 水母,海月,海舌,

シャコ 蝦蛄,石花蝦, ニタリクジラ 仁鯨 水母仙,凝月,

ヤドカリ 寄居虫,蟹蜷,螯 ﾎｯｷｮｸｸ ｼ ﾞﾗ 北極鯨 水月,海鏡,鏡虫,

ヤシガニ 椰子蟹 ﾏ ｯ ｺ ｳ ｸ ｼ ﾞ ﾗ 抹香鯨 水蜆,鮓, ,海蜇

イルカ 海豚,豚魚,鯆, ヒゼンクラゲ 肥前水母

, , , , , ナマコ 海鼠,海參,海胡（イカ・タコ類)

イカ 柔魚,烏賊,鰇,鰞 , 瓜,土肉,海腎,

鰂, ,鱡,鰞鱡 カマイルカ 鎌海豚 海男児,泥筍,

墨魚 カワゴンドウ 河巨頭 金海鼠,塗筍

アオリイカ 煽烏賊,泥障烏賊 コビトイルカ 小人海豚 マナマコ 真海鼠

障泥烏賊,芭蕉烏 シロイルカ 白海豚 ホヤ 海鞘,老海鼠，

賊,水烏賊,白烏賊 スジイルカ 筋海豚 海 ,海花,保夜,

アカイカ 赤烏賊 スナメリ 砂滑 海鮚

ケンサキイカ 剣先烏賊 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｲ ﾙｶ 半導海豚, マホヤ 真海鞘入道海豚

コウイカ 甲烏賊,針烏賊 マイルカ 真海豚 ウミウシ 海牛

墨烏賊 マダライルカ 斑海豚 カシバン 菓子麺麭

スルメイカ 鯣烏賊,魷 ネズミイルカ 鼠海豚 タコノマクラ 蛸枕

ダイオウイカ 大王烏賊 シャチ 鯱,魚虎,逆叉 ウニ 海胆,海栗,棘贏

ホタルイカ 蛍烏賊,螢烏賊 棘甲贏

マツイカ 松烏賊 アカウニ 赤海胆（そ の 他）

モンコウイカ 紋甲烏賊 アザラシ 海豹,水豹 ｴｿﾞﾊﾞ ﾌ ﾝｳ ﾆ 蝦夷馬糞海胆

ヤリイカ 槍烏賊,鎗柔魚 アシカ 海驢,海象,海鱸 シラヒゲウニ 白髭海胆

マイカ 真烏賊 海鹿,葦鹿,海馬 バフンウニ 馬糞海胆

タコ 章魚,蛸,鮹,鱆 オットセイ 膃肭臍,膃肭獸 ムラサキウニ 紫海胆

イイダコ 飯蛸,章花魚 セイウチ 海象,海馬 ｲ ｿ ｷ ﾞ ﾝ ﾁ ｬ ｸ 磯巾着,菟葵

カイダコ 貝蛸 ジュゴン 儒艮,犀魚,鱬 カイメン 海綿,海面

テナガダコ 手長蛸 トド 魹,胡獱,鰕, ゴカイ 沙蚕,砂蚕,餌虫

ﾋ ｮ ｳ ﾓ ﾝ ﾀ ﾞ ｺ 豹紋蛸 ラッコ 猟虎,海猟,獺猢 サンゴ 珊瑚



ヒトデ 海星,人手,海燕 子易貝,猫貝,力貝 モシオグサ 藻塩草(ｱﾏﾓ)

ユムシ 螠虫 タニシ 田螺,蛙蛤

褐 藻)ツキヒガイ 月日貝,海鏡 （

ツメタガイ 津免多貝,津辺貝 アラメ 荒布,滑海藻（貝 類）

アオヤギ 青柳(ﾊﾞｶｶﾞｲ) 研貝 イギス 海髪

アカガイ 赤貝,蚶貝,魽 テングニシ 天狗螺 カジメ 搗布,未滑海藻,

魁蛤,藻貝,蚶 トコブシ 常節,床伏,鰒, コンブ 昆布,夷布 )(ｴﾋﾞｽﾒ

アカニシ 赤螺,赤辛螺,紅螺 ドブガイ 蚌, ,鮚, , 広布(ﾋﾛﾒ),

アケガイ 朱貝 トリガイ 鳥貝,鳥蛤 浮帯菜

アゲマキカイ 総角貝,揚巻貝 ナガニシ 長螺 ヒジキ 鹿尾菜

アコヤガイ 阿古屋貝 バイ 海螺,蛽,黄螺, ホンダワラ 神馬藻,馬尾藻,

アサリ 浅蜊,蜊,鯏,蛤蜊 陀螺,海即,海贏 莫鳴藻,名告藻

アマガイ 海女貝,蜑貝 バカガイ 馬鹿貝,馬珂貝 マクリ 海人藻,海人草

アワビ 鮑,蚫,鰒,九孔螺 ﾊﾁｼﾞｮｳﾀｶﾗｶﾞｲ 八丈宝貝(子安貝) モズク 水雲,海雲,海蘊

石決明 バテイラ 馬蹄螺 ワカメ 若布,和布,

イガイ 貽貝,西施舌,姫貝 ハマグリ 蛤,浜栗,文蛤,蚌 稚海藻,和海藻

イタヤガイ 板屋貝,文蛤,海扇 海蛤,蜃,鮚

（紅 藻）杓子貝 ヒオウギガイ 緋扇貝

イモガイ 芋貝 ビワガイ 琵琶貝,枇杷貝 ｱ ｻ ｸ ｻ ﾉ ﾘ 浅草海苔

ウズラガイ 鶉貝 ホタテガイ 帆立貝,海扇,扇貝 アマノリ 甘海苔,神仙菜

ウミタケ 海茸,海筍,泥筍 ホッキガイ 北寄貝,北帰貝 オゴノリ 海髪海苔,頭髪菜

エゾアワビ 蝦夷蚫 ホネガイ 骨貝 於期苔,龍髪菜

ｴｿﾞﾋﾒﾎﾗｶﾞｲ 蝦夷姫法螺貝 ホラガイ 法螺貝,吹貝,陣貝 ツノマタ 角叉,角俣菜,

オキナエビス 翁恵比須 梭尾貝,梵貝,螺貝 鹿角菜

カキ 牡蠣,蠣,蛎,石花 マテガイ 馬刀貝,馬蛤貝,蟶 テングサ 天草,石花菜,

石華,人蠣,作蠣 過刀貝,刺刀貝 瓊枝,凝海藻,

カラスガイ ミルガイ 海松貝,水松貝, 大凝海藻

カワニナ 川蜷 海松食,西施舌 トサカノリ 鶏冠海苔,鷄冠菜

キイロダカラ 黄色宝 ヤコウガイ 夜光貝,夜久貝 鳳尾菜,鳥坂苔

キサゴ 喜佐古,細螺,小螺 メカイアワビ 雌貝鮑 フノリ 布海苔,布苔,

ｸ ﾛ ﾁ ｮ ｳ ｶ ﾞ ｲ 黒蝶貝 ウミホーヅキ 海酸漿（ ） 布乃利,海羅天狗螺の卵

サザエ 栄螺,蠑螺,拳螺, ﾎﾞｳｼ ｭｳ ﾎ ﾞﾗ 房州法螺

加 工 品 類栄螺子 ﾘｭｳﾃﾝｻ ｻ ﾞｴ 竜天栄螺

（干物・塩干）サルボウ 猿頬,藻貝

シオフキ 潮吹 イリコ 海参(金子,光参)海 藻

シジミ 蜆,四時美,銭貝 カンテン 寒天(緑 藻)

シャコガイ 車渠,硨磲貝 アオサ 石蓴 ゴマメ 田作,鱓

シンジュガイ 真珠貝(ｱｺﾔｶﾞｲ) アオノリ 青海苔,青苔, スキミ 抄身

スイジガイ 水字貝 青乃里,陟数厘 スルメ 鯣,寿留女,

タイラギガイ 平貝,玉珧,江遥, アナアオサ 穴石蓴 ﾁ ﾘ ﾒ ﾝ ｼ ﾞ ｬ ｺ 縮緬雑魚

江遥柱,立貝, カワナ 水苔 トコロテン 心太

タカセガイ 高瀬貝 コモ 石純 ノシアワビ 熨斗鮑

ﾀｶﾞﾔｻﾝﾐﾅｼｶﾞｲ 鉄刀木身無貝 タクモ 江浦草 ミカキ 身欠

タカラガイ 宝貝,子安貝,歯貝 ミル 海松,水松,海松布 メンタイ 明太



ヒモノ 魥,鯗, , , トビウオ 蜻蛉魚(ﾄﾝﾎﾞｳｵ)魚でない魚の入った字等

オロカ 魯 ニシン 高麗鰯(ｺｳﾗｲｲﾜｼ)

イザリビ 漁火 ヒラメ 板魚(ﾊﾝｷﾞｮ)（塩 蔵 品）

アラマキ 荒巻,新巻 エリ 魞

魚 の 別 名ウルカ 鱁,鱁鮧 カツオ 堅魚木

コノワタ 海鼠腸 ケンギョ 懸魚 アンコウ 綬魚(ｼﾞｭｳｷﾞｮ)

シオカラ 塩辛,鱁 ジャコ 雑魚 ウルメイワシ 達磨鰯(ﾀﾞﾙﾏｲﾜｼ)

シュトウ 酒盗 ザコネ 雑魚寝 〃 目黒(ﾒｸﾞﾛ)

ショツツル 魚醤汁 シミ 紙魚,衣魚,虫魚 エソ 狗母魚(ｸﾎﾞｷﾞｮ)

ハラゴ 腹仔, , , チョウギョ 釣漁 ｶ ﾀ ｸ ﾁ ｲ ﾜ ｼ 背黒鰯(ｾｸﾞﾛｲﾜｼ)(ﾊﾗﾗｺﾞ)

鮞,鯡 トキ 鯨波 カナガシラ 方頭魚(ﾎｳﾄｳｷﾞｮ)

ママカリ 飯借 ナマグサイ 鱢,鯹 ｷ ﾝ ｸ ﾞ ｻ ｰ ﾓ ﾝ 鱒の介(ﾏｽﾉｽｹ)

(ｷﾞｭｩﾋﾞｳｵ)ナメル コチ 牛尾魚

ビク 魚籠 サワラ 馬鮫(ﾊﾞｺｳ)（練製品・佃煮等）

カバヤキ 蒲焼 マナイタ 真魚板 サンマ 鰊鰯(ｶﾄﾞｲﾜｼ)

カマボコ 蒲鉾,魚餅,蒲穂子 モクギョ 木魚 スズキ 水の華(ﾐｽﾞﾉﾊﾅ)

スリミ 擂身 ヤモオ 鰥, ,鱞 タナゴ 田平子(ﾀﾋﾞﾗｺﾞ)

チクワ 竹輪 ヤナ 魚梁 ホーボー 琴引(ｺﾄﾋｷ)

ツクダニ 佃煮 ハララゴ 鯤 ボラ 口女(ｸﾒ),鰡,鯔

ロ 艪 ハリセンボン 雀河豚(ｽｽﾞﾒﾌｸﾞ)

（魚 卵 製 品）

魚 の 異 称ウニ 雲丹,海丹

カズノコ 数の子,鯑,青魚子 イワシ 七ツ星（ﾅﾅﾂﾎﾞｼ）

カラスミ 唐墨,鱲,鼠子, カレイ 王余魚 (ｵｳｷﾞｮ)

コノコ 海鼠子,紅梅腹 クロダイ 茅渟(ﾁﾇ)

スジコ 筋子 コバンザメ 妖怪(ｱﾔｶｼ)

タラコ 鱈子,紅葉子,雪子 サバ 青花魚(ｾｲｶｷﾞｮ)

メンタイコ 明太魚子 シュモクザメ 桛 (ｶｾｻﾊﾞ)

ネコザメ 栄螺割(ｻｻｴﾜﾘ)

フグ 鉄砲(ﾃｯﾎﾟｳ)（そ の 他）

アライ 洗膾 ミノカサゴ 海蝶々(ｳﾐﾁｮｳﾁｮｳ)

シメサバ 〆鯖 ムツ 六の魚(ﾑﾂﾉｳｵ)

スシ 寿司,鮨,鮓,鰭 ヤガラ 笛吹(ﾌｴﾌｷ)

ナマス 膾,鱠

魚 の 異 名ナレズシ 熟鮨

ヌタ 饅,沼田和 アカウオ 馬盗人(ｳﾏﾇｽﾋﾞﾄ)

ヒズ 氷頭 アナゴ 秤目(ﾊｶﾘﾒ)

ナマウオ 鮮 イシモチ 金鱗(ｷﾝﾘﾝ)

カジキ 梶通(ｶｼﾞﾄｵｼ)魚 の 部 分

(ｴﾎﾞｳｼｳｵ)ウキブクロ 鰾 カツオ 烏帽子魚

ウロコ 鱗, シマイサギ 歌謡(ｳﾀｳﾀｲ)

(ﾊｯｹｲﾌｼﾞﾝ)エラ 鰓 タチノウオ 白圭夫人

ヒレ 鰭 ダツ 沖鱵 (ｵｷｻﾖﾘ)

ホネ 鯁 タラ 大口魚(ﾀｲｺｳｷﾞ)


	Ⅲ　魚等にかかわる漢字



