
俳句季語一覧

新年一月

一月、去年今年、新年、元旦、元朝、初鶏、初鴉、初雀、

初明かり、初日、初空、初富士、初凪、若水、初手水、 御降(おさがり：元旦に降る雨)、

乗初、白朮詣(おけらまいり)、初詣、破魔弓、歳徳神、恵方詣、七福神詣、

延寿祭、年賀、御慶、礼者、礼受、名刺受、礼帳、年玉、賀状、初便、初暦、

初刷、初竈、大服、 屠蘇(とそ)、年酒、雑煮、太箸、歯固(鏡餅を供え、食い祝う事)、

食積、ごまめ、数の子、切山椒、門松、 飾、注連飾(しめかざり)、飾臼、鏡餅、

蓬莢、初化粧、初諷経(声を出し経文を読誦する事)、歯朶(しだ)、 楪(ゆづりは)、

野老、穂俵、福寿草、福藁(ふくわら)、春著、手毬、独楽、追羽子、羽子板、羽子、

福引、 歌留多、双六、絵双六、十六むさし、投扇興、万歳、猿廻し、獅子舞、

傀儡師、笑初、泣初、 嫁が君(新年のねずみの事)、二日、掃初、書初、読初、

仕事始、山始、鍬始、織初、縫初、初商、売初、 買初、初荷、飾馬、初湯、梳き初、

結い初、初髪、初鏡、稽古始、謡初、弾初、舞初、初句会、初芝居、 宝船、初夢、

三日、松囃子、福沸、三ヶ日、御用始、帳綴、女礼者、騎初、弓始、出初、寒の入、

小寒、 寒の内、寒の水、寒造、寒餅、寒紅、寒詣、寒垢離(水を浴びて祈願する事)、

寒念仏、寒施行、寒灸、 寒稽古、寒復習、寒弾、寒声、寒見舞、寒卵、寒鯉、寒鮒、

寒釣、七種、若菜、薺(なずな)、薺打つ、 七種粥、粥柱、寝正月、三寒四温、悴かむ、

胼、鷽替(1月7日筑前の太宰府天満宮で行われる神事)、小松引、 初寅、初卯、初薬師、

初金比羅、十日戎、宝恵駕(1月10日大阪今宮戎神社の祭礼)、初場所、餅花、土竜打、

綱曳、松の内、松納、飾納、注連貰、左義長(新年の飾りを取り除いて燃やす事)、

鳥総松、松過、小豆粥、 成人の日、薮入、凍る、冴ゆる、皸、霜焼、霰、風花、

雪起し、雪、雪見、雪掻、雪卸、雪踏、雪まろげ、 雪合戦、雪礫、雪達磨、竹馬、

スキー、雪車、雪沓、かんじき、しまき、凍死、雪眼、雪女郎、雪折、雪晴、 氷、

氷柱、氷柱、採氷、砕氷船、氷下魚、スケート、避寒、寒月、寒の雨、薮柑子、

青木の実、寒牡丹、 葉牡丹、寒菊、水仙、冬薔薇(ふゆさうび)、冬の草、竜の玉 、

寒竹の子、冬苺、麦の芽、寒肥、初大師、 大寒、厳寒、初天神、日脚伸びる、

早梅、臘梅(らふばい)、寒梅、探梅、冬桜、寒椿、侘助、寒木瓜、室咲、 春待つ、



春隣、節分、柊挿す、追儺(ついな：なやらひ、鬼やらひという)、豆撒、厄落、

厄払、厄塚、 懸想文、和布刈神事(和布刈神社で陰暦大みそかから暁に行われる神事)

二月

立春、寒明、初春、早春、春浅し、睦月、旧正月、二月礼者、ニの替、絵踏、初午、針供養、

奈良の山焼、 雪解、雪しろ、雪崩、残雪、雪間、凍解、氷解、薄氷、沍返る(いてかえる)、

冴返る、春寒、余寒、 春の風邪、春時雨、猫の恋、白魚、公魚(わかさぎ)、鰔(さより)、野焼く、

焼野、山焼く、末黒の芒(すすき) 麦踏、木の実植う、猫柳、片栗の花、雛菊、春菊、

菠薐草(ほうれんそう)、蕗の薹(ふきのとう)、水菜、 海苔、獺の祭、

鳴雪忌(2月20日、内藤鳴雪翁の忌日)、梅、梅見、盆梅、紅梅、黄梅、鶯(うぐいす)、下萌、

いぬふぐり、菜種御供、磯竈、若布(わかめ)、バレンタイン、義仲忌、実朝忌、比良八講

三月

三月、如月、此花踊、二日灸、雛市、桃の節句、雛、白酒、菱餅、曲水、鶏合、闘牛、春の雪 初雷

春雷、啓蟄、蛇穴を出づ、東風、春めく、伊勢参、春の山、山笑ふ、水温む、春の水、蜷 田螺、田螺和

蜆、烏貝、大試験、水草生ふ、春田、春の川、諸子、柳鮠、子持鯊、若鮎、上り簗

春日祭、御水取 、御松明、西行忌、涅槃、涅槃西風、雪の果、鳥帰る

引鶴、引鴨、帰る雁、雁風呂、彼岸、彼岸詣、彼岸桜、開帳、大石忌、貝寄風、暖か、目貼剥ぐ、北窓開く

炉塞、炬燵塞（こたつふさぎ）、春炬燵、捨頭巾、胴着脱ぐ、雉、駒鳥、鷽（うそ）、雲雀、燕、春雨、春泥

ものの芽、草の芽、牡丹の芽、芍薬の芽、桔梗の芽、菖蒲の芽、蘆の角、菰の芽、耕、田打、畑打、種物

苗床、花種蒔く、鶏頭蒔く、夕顔蒔く、糸瓜蒔く（へちままく）、胡瓜蒔く、南瓜蒔く、茄子蒔く

牛蒡蒔く（ごぼうまく）、麻蒔く、芋植う、菊根分、菊の苗、萩根分、菖蒲根分

木の芽、芽柳、接骨木の芽（にはどこのめ）、楓の芽、桑の芽、薔薇の芽、蔦の芽

山椒の芽、田楽、木の芽和、青饅（あおぬた)、枸杞(くこ)、五加木（うこぎ）

菜飯、目刺、白子干、干鱈、鰆、鯡、鱒、飯蛸、椿、茎立、独活(うど)、松葉独活、慈姑(くわい)

胡葱(あさつき)、野蒜、韮蒜(ニンニク)、接木、取木、挿木、苗木植う、桑植う、流氷、木流し、初筏

厩出し、垣繕う、屋根替、大掃除、卒業、春の野、霞、陽炎、踏青、野遊、摘草、嫁菜摘む、蓬

母子草、土筆、蕨、薇、芹、三葉芹、防風、小水葱摘む、菫、蒲公英(たんぽぽ)

紫雲英、苜蓿(うまごやし)、酸葉、虎杖、茅花、春蘭、黄水仙、磯開き、ミモザの花、利休忌、其角忌 



四月

四月、弥生、四月馬鹿、春の日、日永、春の空、麗か、長閑(のどか)、初桜、入学、出代、

山葵(ワサビ)、芥菜(からしな)、三月菜、春大根、草餅、蕨餅、鶯餅、桜餅、椿餅、東踊、蘆辺踊、

都踊、浪花踊、種痘、桃の花、梨の花、杏の花、李の花、林檎の花、郁李の花、山桜桃の花、沈丁花、

辛夷、木蓮、連翹、木瓜の花、紫荊、黄楊の花、枸橘の花、山椒の花、接骨木の花、杉の花、春暁、

春昼、春の暮、春の宵、春の夜、春燈、春の月、朧月、朧、亀鳴く、蝌蚪(蛙の子)、柳、花、桜、花見、

花篝(はなかがり)、花曇、桜漬、花見虱、桜鰄、桜鯛、花烏賊、螢烏賊、春の海、春潮、観潮、磯遊、

汐干、蛤、浅蜊(あさり)、馬刀(まて、貝)、桜貝,栄螺(さざえ)、壷焼、鮑、常節、細螺(きさご)、

奇居虫、汐まねき、いそぎんちゃく、海胆(うに)、搗布(かぢめ)、角又、鹿尾菜(ひじき)、

海雲(もづく)、海髪、松露、一人静、金鳳華、桜草、チューリップ、ヒヤシンス、シクラメン、

スイートピー、シネラリヤ、アネモネ、フリージア、灌仏、花御堂、甘茶、花祭、虚子忌(4月8日)、

釈奠、安良居祭、百千鳥、囀(さえづり)、鳥交る、鳥の巣、古巣、鷲の巣、鷹の巣、鶴の巣、鷺の巣、

雉の巣、烏の巣、鵲の巣、鳩の巣、燕の巣、千鳥の巣、雲雀の巣、雀の巣、孕雀、孕鹿、仔馬、春の草、

若草、古草、若芝、蘗(ひこばえ)、竹の秋、嵯峨念仏、十三詣、山王祭、梅若忌、復活祭、猟名残、

羊の毛剪る、春光、風光る、春の塵、青麦、麦鶉、菜の花、花菜漬、菜種河豚、大根の花、豆の花、蝶、

春風、 凧、風車、風船、石鹸玉、鞦韆(しゅうせん、ブランコ)、ボートレース、運動会、遠足、遍路、

春日傘、朝寝、春眠、春愁、蠅生る、春の蠅、春の蚊、虻、蜂、蜂の巣、巣立、雀の子、子猫、落し角、

人丸忌、花供養、御身拭、御忌、蜃気楼、御影供、壬生念仏、島原太夫道中、先帝祭、鮒膾、山吹、

海棠、馬酔木の花(あせびのはな)、ライラック、小米花、小粉団の花、楓の花、松の花、珈琲の花、

櫁の花、木苺の花、苺の花、通草の花、郁子の花、天皇誕生日、どんたく、葱坊主、萵苣、みづ菜、

鶯菜、茗荷竹、杉菜、東菊、金盞花、勿忘草、種俵、種井、種選、種蒔、苗代、水口祭、

種案山子(たねかがし)、苗代茱萸、朝顔蒔く、藍植う、蒟蒻植う、蓮植う、八十八夜、別 れ霜、

霜くすべ、茶摘、製茶、鯛網、魚島、蚕、山繭、桑摘、桑、桑の花、畦塗、蔦若葉、萩若葉、草若葉、

葎若葉、罌粟若葉(けし)、菊若葉、若蘆、荻若葉、若菰、髢草、水芭蕉、残花、春深し、夏近し、蛙、

躑躅(つつじ)、満天星の花(どうだんのはな）、石南花(しゃくなげ)、柳絮、若緑、緑摘む、松毟鳥、

ねじあやめ、薊の花、山帰来の花、藤、行春、暮の春、春惜む、馬市 



五月

夏 メーデー、憲法記念日、子供の日、立夏、五月、初夏、卯月、卯浪、牡丹、更衣(ころもがえ)、

袷、鴨川踊、 余花、葉桜、菖蒲葺く、端午、菖蒲、草合、武者人形、幟、吹流し、鯉幟、矢車、

粽、柏餅、菖蒲湯、 薬の日、薬玉、新茶、古茶、風呂、上族、繭、糸取、蚕蛾、袋角、松蝉、

夏めく、薄暑、セル、母の日、 夏場所、夏炉、芭蕉巻葉、苗売、苗物、苗植う、茄子植う、根切虫、

練供養、葵祭、祭、筑摩祭、安居、 夏花、夏書き、西祭、若楓、新樹、新緑、若葉、柿若葉、

椎若葉、樟若葉、常磐木落葉、松落葉、杉落葉、 夏蕨、筍、篠の子、筍飯、蕗、藜(あかぎ)、

蚕豆(そらまめ)、豌豆(えんどう)、豆飯、浜豌豆、芍薬、都草、 踊子草、駒繋、かくれ蓑、

文字摺草、羊蹄の花(ぎしぎしのはな)、擬宝珠、げんのしょうこ、 車前草の花(おおばこのはな)、

罌粟の花(けしのはな)、雛罌粟(ひなげし)、罌粟坊主、罌粟掻、鉄線花、忍冬の花、韮の花、

野蒜の花(のびるのはな)、棕櫚のはな(しゅろのはな)、桐の花、朴の花、泰山木の花、大山蓮華、

手毬花、アカシアの花、金雀枝(えにしだ)、薔薇、茨の花、卯の花、卯の花腐し、袋掛、 海酸漿、

蝦蛄、穴子、鱚、鯖、飛魚、烏賊、山女、綿蒔、菜種刈、麦、黒穂、麦笛、麦の秋、麦刈、麦扱、

麦打、麦藁、麦藁籠、麦飯、穀象 

六月

六月・皐月・花菖蒲・アイリス・グラジオラス・あやめ・杜若・著莪・一八短夜（みじかよ、明易し） ・

競馬（賀茂競馬、競べ馬、ダービー、勝馬、負馬）花橘・蜜柑の花・朱欒の花・橙のの花・

オリーブの花・柚の花・柿の花・紫陽花額の花・葵・紅の花・鈴蘭・入梅（梅雨に入る、ついり）・

梅雨（つゆ、ばいう）五月雨（さみだるる）・出水・五月闇・黒南風（白南風）・

黴（黴の香、黴の宿）苔の花・魚梁（やな）・鰻・鯰・濁り鮒・蟹（磯蟹、山蟹、川蟹、沢蟹）・

蝸牛蛞蝓・蚯蚓・蝦蟇・雨蛙・河鹿・さくらんぼ・ゆすらうめ・李・杏・実梅（青梅）紫蘇・辣韮・

玉葱・枇杷・早苗・代掻く・代田・田植・早乙女・植田・火取虫アマリリス・ ジギタリス・ベゴニア・

蛍（源氏蛍、平家蛍、初蛍、蛍火・蛍合戦）蛍狩・（螢見、螢舟） ・螢籠・蛭・田亀・源五郎・

あめんぼう・目高・浮草水草の花・藻の花・藻刈・手長蝦・田草取・草取・夏の川・

鮎（鮎釣り、鮎狩、鮎掛・鮎の宿・鵜飼〔鵜舟、鵜飼火、鵜篝、 鵜匠）・川狩（網打）・夜釣・

夜焚釣堀・鰺・いさき・べら・虎魚・鯒・黒鯛（茅海、ちぬ釣）・鰹（鰹舟、鰹釣）生節・青蘆・

青すすき・葭切・翡翠・雪加・糸蜻蛉・蠅・蠅除・蠅叩・蜘蛛蜘蛛の囲（蜘蛛の巣）・ゲジゲジ・ 油虫・

守宮・蟻・羽蟻・蟻地獄・蛆・ぼうふら蚊（蚊の声、蚊柱、泣く蚊）・蚤・蚊帳・



蚊遣火（蚊遣、蚊火、蚊取線香）蝙蝠・青桐・葉柳・南風（みなみ、大南風、南吹く、はえ）・

青嵐・風薫（薫風）白夜・夏至・老鶯・時鳥・閑古鳥・仏法僧・筒鳥・駒鳥・瑠璃鳥・夏木・

夏木立万緑・緑陰・木下闇・青葉・の子（子鹿、親鹿）・夏の蝶・夏野・夏草・草矢草茂る・

夏蓬・ 夏薊・草刈・干草・昼顔・木苺・苺・蛇・蝮・百足虫・青芝・青蔦ガーベラ・サルビア・

虎尾草 ・ 孔雀草・釣鐘草・雪の下・蓼・若竹・竹の皮脱ぐ竹落葉・雹・水鶏・青鷺・五月晴・

暑さ・夏衣・ 単衣・夏服・夏羽織・夏帽子夏襟・夏帯・夏袴・青簾（葭簾、伊予簾、絵簾、玉 簾）・

葦簀・葭戸・ 網戸・籐椅子夏暖簾・皐月富士 

七月

七月・水無月・山開・海開・半夏生・夏菊・蝦夷菊・百合（山百合・姫百合・鬼百合・白百合・

鹿の子百合・鉄砲百合・黒百合・車百合・早百合・百合の花）・月見草（待宵草）・

合歓の花・ 梅雨明・青田・雲の峰（入道雲）・雷（いかづち・はたたがみ・雷鳴・雷神・

遠雷・落雷・雷雨・ 日雷・夕立（ゆだち・白雨・夕立雲・夕立風・夕立晴）・スコール・虹・

夏霧（じり・夏の霧）・ 夏館・夏座敷・夏炉・扇（扇子・白扇・絵扇・古扇）・団扇・蒲筵・

花茣蓙・ハンモック・日除・ 日傘 （ひからかさ・パラソル）・サングラス・天道虫・玉 虫・

金亀虫・髪切虫・甲虫・毛虫・ 青葡萄・青唐辛・青鬼灯（青酸漿）・朝顔市・鬼灯市・夏の山・

富士詣・登山（山登・登山宿・ 登山小屋・登山口）・キャンプ（キャンピング）・バンガロー・

岩魚・雷鳥・雪渓・雲海・ 御来迎（ごらいこう）・赤富士・瀧・泉・

清水（岩清水・山清水・苔清水）・滴り・ 涼し（朝涼・夕涼・晩涼・夜涼・涼風）・

露涼し（夏の露）・浴衣・白絣・甚平・ 汗（玉の汗・汗の玉・汗みどろ・汗の香・汗水・汗ばむ）・

ハンカチーフ（ハンカチ・汗ふき・汗拭い）・白靴・籠枕・噴水・露台・川床（ゆか）・

納涼（すずみ）・端居・打水・散水車・行水・髪洗ふ・夏の夕（夏夕なつゆうべ）・

夏の夜（夜半の夏） ・夜店・箱釣り・夏芝居・水狂言・袴能・燈涼し（夏の燈）・夜濯・

夏の月（月涼し） ・外寝・ 夏蜜柑・早桃・パイナップル・バナナ・マンゴー・メロン・

瓜（白瓜・浅瓜・瓜畑） ・瓜番・胡瓜・ 胡瓜もみ・瓜漬・冷素麺・冷麦・冷し珈琲（アイスコーヒー）・

麦茶・振舞水 ・砂糖水・飴湯・氷水・ アイスクリーム・ラムネ・ソーダ水・サイダー・

ビール（ビヤガーデン・生ビール） ・甘酒・焼酎・ 冷酒・水羊羹 ・心太・葛餅・葛饅頭・

白玉・蜜豆・茹小豆・冷奴・冷汁・氷餅・干飯・ 飯饐る・鮨・ 夏料理・船料理・水貝・沖膾・



泥鰌鍋・醤油作る・扇風機・冷房（クーラー）・風鈴・ 金魚・金魚売・ 金魚玉 （金魚鉢）・

箱庭・松葉牡丹・松葉菊・水遊・水鉄砲・水からくり・浮人形・水中花・

花氷（氷柱）・冷蔵庫・氷室・閻魔参（７月１６日は閻魔王の賽日である）

祇園祭（京都八坂神社の祭礼。祇園会・二階囃・祇園囃・御輿洗・鉾立・宵山・宵飾・

鉾町・ 宵宮詣・鉾の稚児） ・博多山笠（福岡市櫛田神社の例祭。山笠・飾山笠・追山笠）・

盛夏（炎帝） ・浅曇・日盛・炎天・昼寝・日向水・片陰・西日・夕焼・夕凪・極暑（大暑）・

旱（ひでり）・ 草いきれ・ 田水わく・水番・水喧嘩・日焼田・雨乞・喜雨・夏の雨・

蝉（蝉時雨・油蝉・みんみん・初蝉）・ 空蝉（蝉の抜け殻のこと・蝉の殻）・日焼・夏の海・

船遊・ボート・ヨット・プール・泳ぎ・海水浴・海水着・海月・夜光虫・船虫・海女・

天草取・荒布・昆布・布海苔・浜木綿・ 避暑（避暑の旅・ 避暑客・避暑の宿）・夏休・帰省・

林間学校・土用（土用入・土用明）・ 暑中見舞・虫干・紙魚・ 梅干（梅漬・梅干す・干梅）・

土用浪・土用芽・土用鰻・土用蜆・暑気払ひ・ 梅酒・香水・汗疹・ 水虫・暑気あたり・

水あたり・夏痩・寝冷・夏風邪・コレラ・赤痢・マラリア・ 日射病・川開 ・

野馬追祭（福島県相馬市の中村神社、原町市の太田神社、小高町の小高神社の三社合同の祭）

天神祭（菅原道真を祀る大阪天満宮の祭礼）・青柿・青林檎・青胡桃・胡麻の花・綿の花・夕顔・

蒲・蒲の穂・布袋草・水葵・睡蓮・蓮・茗荷の子・新藷・若牛蒡・トマト・茄子・鴫焼・茄子漬・

蘇鉄の花・仙人掌・月下美人・ダリヤ・向日葵・胡蝶蘭・風蘭・緯紅草・日日草・百日草・千日紅・

ハマナス・破れ笠・野牡丹・麒麟草・虎杖の花・花魁草・鷺草・えぞにう・岩煙草・駒草・百日紅・

ハイビスカス・ブーゲンビリヤ・秋近し・夜の秋・晩夏・佃祭（東京佃島の住吉神社の祭礼）・

原爆忌（昭和２０年８月６日広島に、９日長崎に投下された。） 

八月

立秋、八月、文月、初秋（はつあき）、

桐一葉、星月夜、 ねぶた（青森のねぶた祭）竿灯祭（秋田市で行われる。）

七夕、星祭、天の川、梶の葉、中元、 生身魂、草市、真菰の馬（瓜の馬）、

角火、迎え火、盂蘭盆、魂祭、霊棚、棚経、施餓鬼、墓参り、 燈籠、岐阜提灯、

走馬燈、盆の月、盆狂言、踊（盆踊り、踊の輪、他）、精霊舟（精霊流し）、

流燈（燈籠流し）、送火、大文字（８月１６日の夜京都東山如意ヶ岳にて行われる送り火。）

解夏、 摂待（門茶）、相撲、花火（揚花火、仕掛花火、花火船）、花火線香、



蜩（日暮し、かなかな）、 法師蝉（つくつくぼうし）、秋の蝉、残暑、秋めく、

初嵐、新涼（秋涼し、秋涼）、稲妻（稲光）、 流星（ながれぼし）、芙蓉、

木槿（底紅、花木槿）、鳳仙花、白粉の花、朝顔、弁慶草、大文字草、 みせばや、めはじき、西瓜（西瓜番）、

西瓜提灯、南瓜、隠元豆、藤豆、刀豆、小豆、大豆、新豆腐、 大根蒔く、

吉田の火祭り（山梨県富士吉田市、富士浅間神社の火祭り）韮の花、茗荷の花、鬱金の花、

赤のまんま（犬蓼の花のこと）、蓼の花、溝蕎麦、水引の花、煙草の花、懸煙草、

カンナ、芭蕉、 稲の花、宗祇忌、不知火

九月

九月、葉月、仲秋、八朔、二百十日、

颱風、野分、初月、二日月、三日月（新月）、 夕月夜、秋の夜、夜長（長き夜）、夜学、夜業、

夜なべ（夜仕事）、夜食、としよりの日、生姜市、花野、秋草、七草（秋の七草）、すすき、撫子、

くつわむし、蚯蚓鳴く、螻蛄鳴く、地虫鳴く、蓑虫、芋虫、初潮、月、名月、月見、無月、雨月、

枝豆、芋、十六夜、子規忌、霧、蜻蛉、うすばかげろふ、蜻蛉、秋の蝶、秋の蚊、 秋扇、秋団扇、

富士の初雪、秋彼岸、蛇穴に入る、雁、角切、曼珠沙華、鶏頭、 二十三夜、秋の海、秋鯖、秋刀魚、

鰯、鰯雲、鮭、鯊、鯊釣、鰍、竹の春、草の花、 蘭、コスモス、露草、蕎麦の花、糸瓜、唐辛、

秋茄子、紫蘇の実、生姜、菜虫、 胡麻、玉蜀黍、黍、稗、粟、木犀（金木犀）、爽やか、冷やか、

秋の水、水澄む

十月 

十月、長月、秋の日、秋晴、秋高し、馬肥ゆる、

秋の空、秋の雲、秋の山、秋の野、秋風、秋の声、 秋の暮、秋の雨、初紅葉、薄紅葉、桜紅葉、茸、初茸、

湿地、松茸、椎茸、松茸飯、新米、新酒、 濁酒、稲、蝗、ばつた、稲雀、案山子、鳴子、鳥威、落し水、

秋の川、渡り鳥、小鳥、鵯、百舌鳥、鶉、 懸巣、椋鳥、鶫、頬白、眼白、山雀、四十雀、鶺鴒、啄木鳥、

木の実、桃、林檎、石榴、梨、柿、吊し柿、 無花果、葡萄、通草、椿の実、山梔子、杉の実、山椒の実、

烏瓜、数珠玉、秋祭、菊、菊人形、野菊、 温め酒、牛祭、後の月、砧、やや寒、うそ寒、肌寒、朝寒、

夜寒、べったら市、落花生、蕎麦、葦、荻、 火祭、木の実落つ、樫の実、栗、栗飯、団栗、胡桃、銀杏、

棗、稲刈、稲架、樅、秋時雨、露霜、冬支度、 蜜柑、橙、朱欒、金柑、柚、秋深し、冬近し、紅葉、



紅葉狩、柿紅葉、銀杏紅葉、蔦、蔦紅葉、草紅葉、鹿、猪、行秋、暮の秋、秋惜む

十一月

冬、文化の日、立冬、十一月、初冬、神無月、神の旅、神送、神渡、神の留守、初時雨、

初霜、冬めく、炉開、口切、亥の子、御取越、達磨忌、十夜、酉の市、熊手、箕祭、

茶の花、山茶花、柊の花、八手の花、芭蕉忌、鉢叩、冬安居、七五三、帯解、袴著、 髪置、

新海苔、棕櫚剥ぐ、蕎麦刈、麦蒔、大根、大根引、大根洗ふ、大根干す、切干、 浅漬、

沢庵漬く、茎漬、酢茎、蒟蒻掘る、蓮根掘る、泥鰌掘る、鷲、鷹、隼、鷹狩、 鷹匠、

小春、冬日和、冬暖、冬耕、青写真、帰り花、冬紅葉、紅葉散る、落葉、銀杏落葉、

柿落葉、枯葉、木の葉、木の葉髪、凩、時雨、冬構、北窓塞ぐ、目貼、風除、お火焚、

勤労感謝の日、神農祭、報恩講、網代、柴漬、竹瓮、神迎、大綿

十二月

十二月、霜月、短日、冬の日、冬の朝、冬の雲、冬霞、顔見世、冬の空、冬の鳥、

冬の雁、梟、木兎、冬田、 水鳥、浮寝鳥、鴨、鴛鴦、鳰、初雪、初氷、寒さ、

冷たし、息白し、冬木、冬木立、枯木、枯木立、枯柳、 枯山吹、枯桑、枯萩、

枯芙蓉、枯茨、冬枯、霜枯、冬ざれ、枯草、枯蔓、枯蔦、枯葎、枯尾花、枯蘆、

枯蓮、 枯芝、枯菊、枯芭蕉、苗代茱萸の花、枇杷の花、臘八会、大根焚、漱石忌、

風呂吹、雑炊、葱、根深汁、 冬菜、白菜、干菜、干菜汁、干菜湯、胡蘿蔔、蕪、

蕪汁、納豆汁、粕汁、闇汁、のっぺい汁、寄鍋、鍋焼、 おでん、焼藷、湯豆腐、

夜鷹蕎麦、蕎麦掻、蕎麦湯、葛湯、熱燗、玉子酒、生姜酒、事始、神楽、里神楽、

冬の山、山眠る、冬野、枯野、熊、熊穴に入る、熊突、熊祭、狩、猟人、狩の宿、

薬喰、山鯨、狼、狐、 狐罠、狸、狸罠、狸汁、兎、兎狩、鼬罠、笹鳴、鶲、鷦鷯、

都鳥、千鳥、冬の海、鯨、捕鯨、鯨汁、河豚、 鮟鱇、鮟鱇鍋、鮪、鱈、鰤、鰤網、

杜父魚、潤目鰯、塩鮭、乾鮭、海鼠、海鼠腸、牡蠣、牡蠣むく、牡蠣船、 牡蠣飯、

味噌搗、根木打、冬の蝶、冬の蜂、冬籠、冬座敷、屏風、障子、炭、消炭、炭団、

炭火、埋火、 炭斗、炭竈、炭焼、炭俵、炭売、焚火、榾、炉、囲炉裏、暖房、温突、

ストーヴ、スチーム、炬燵、置炬燵、助炭、火鉢、火桶、手焙、行火、懐炉、温石、

温婆、足温め、湯気立、湯ざめ、風邪、咳、嚔、水洟、吸入器、竈猫、綿、蒲団、



背蒲団、肩蒲団、腰蒲団、負真綿、衾、毛布、夜著、綿入、紙衣、ちゃんちゃんこ、

ねんねこ、厚司、胴著、毛衣、毛皮、皮羽織、重ね著、著ぶくれ、冬服、冬帽、頭巾、

綿帽子、頬被、耳袋、マスク、襟巻、ショール、手袋、マッフ、股引、足袋、外套、

コート、被布、懐手、日向ぼこり、毛糸編む、飯櫃入、藁仕事、楮蒸す、紙漉、藺植う、

薪能、一茶忌、北風、空風、隙間風、鎌鼬、冬凪、霜、霜夜、 霜柱、霜除、敷松葉、

雪囲、雪吊、薮巻、雁木、フレーム、冬の雨、霙、霧氷、雨氷、冬の水、水、水涸る、

冬の川、池普請、狐火、火事、火の番、冬の夜、冬の月、冬至、柚湯、近松忌、大師講、

蕪村忌、 クリスマス、社会鍋、師走、極月、暦売、古暦、日記買ふ、日記果つ、 ボーナス、

年用意、春支度、 春著縫ふ、年木樵、歯朶刈、注連作、年の市、羽子板市、 飾売、門松立つ、

注連飾る、煤払、煤籠、煤湯、 畳替、冬休、歳暮、年貢納、札納、 御用納、年忘れ、

餅米洗う、餅搗、餅、餅筵、餅配、年の暮、節季、 年の内、行年、 大年、大晦日、掛乞、

掃納、晦日蕎麦、年の夜、年越、年取、年守る、年籠、除夜、 除夜の鐘


