ものの数え方
衣類に関するものの数え方
SEQ

物の種類

数え方

1 エプロン

一枚（いちまい）・一掛（ひとかけ）

2 コート・オーバー・マント

一着（いっちゃく）

3 スーツ・背広（せびろ）

一組（ひとくみ）・一揃（ひとそろい）・一着（いっちゃく）

4 ネクタイ

一本（いっぽん）

5 袴（はかま）

一具（いちぐ）

6 羽織（はおり）

一領（いちりょう）・一枚（いちまい）

7 靴（くつ）

一足（いっそく）

8 靴下（くつした）

一足（いっそく）

9 袈裟（けさ）

一領（いちりょう）

10 糸（いと）

一本（いっぽん）・一綛（ひとかせ）・一巻（ひとまき）

11 手袋（てぶくろ）

一足（いっそく）・一組（ひとくみ）

12 織物（おりもの）

一反（いったん）

13 足袋（たび）

一足（いっそく）

14 帯（おび）

一本（いっぽん）・一筋（ひとすじ）・一条（いちじょう）
飲食に関するものの数え方

SEQ

物の種類

数え方

1 烏賊（いか）・蛸（たこ）

一杯（いっぱい）

2 饂飩（うどん）

一玉（ひとたま）・一丁（いっちょう）

3 キャベツ

一玉（ひとたま）

4 胡瓜（きゅうり）

一本（いっぽん）

5 ざる蕎麦（そば）

一枚（いちまい）

6 団子（だんご）

一本（いっぽん）・一串（ひとくし）

7 丼物（どんぶりもの）

一杯（いっぱい）

8 にぎり寿司

一貫（いっかん）

9 海苔（のり）

一枚（いちまい）・一帖（いちじょう）

10 海苔巻き（のりまき）

一巻（いっかん）・一本（いっぽん）

11 鰹節（かつおぶし）

一本（いっぽん）・一連（いちれん）・一節（ひとふし）

12 吸物（すいもの）

一椀（ひとわん）

13 魚（さかな）

一匹（いっぴき）・一喉（いっこん）・一尾（いちび）

14 鏡餅（かがみもち）

一重（ひとかさね）

15 酒（さけ）

一本（いっぽん）

16 酒席（しゅせき）

一席（いっせき）

17 酒杯（しゅはい）

一杯（いっぱい）・一献（いっこん）

18 重箱（じゅうばこ）

一重（ひとかさね）・一組（ひとくみ）

19 食事（しょくじ）

一膳（いちぜん）・一杯（いっぱい）・一口（ひとくち）・一食（いっしょく）

ものの数え方
20 折詰（おりづめ）

一折（ひとおり）

21 茶（ちゃ）

一服（いっぷく）

22 茶器（ちゃき）

一席（いっせき）・一組（ひとくみ）

23 豆腐（とうふ）

一丁（いっちょう）

24 白菜（はくさい）

一株（ひとかぶ）

25 羊羹（ようかん）

一本（いっぽん）・一棹（ひとさお）・一箱（ひとはこ）

26 栗（くり）

一鞠（ひとまり）
住居及び生活に関するものの数え方

SEQ

物の種類

数え方

1 アイロン

一挺（いっちょう）・一台（いちだい）

2 椅子（いす）

一脚（いっきゃく）

3 団扇（うちわ）

一柄（ひとから）・一本（いっぽん）

4 鞄（かばん）

一個（いっこ）

5 剃刀（かみそり）

一口（いっく）・一挺（いっちょう）

6 カメラ・写真機

一台（いちだい）

7 蚊帳（かや）

一張（ひとはり）

8 鉋（かんな）

一挺（いっちょう）

9 炬燵（こたつ）

一台（いちだい）

10 座卓（ざたく）

一台（いちだい）

11 定規（じょうぎ）

一本（いっぽん）

12 簾（すだれ）

一張（いっちょう）

13 算盤（そろばん）

一挺（いっちょう）・一面（いちめん）

14 薪（たきぎ）

一本（いっぽん）・一束（ひとたば）・一把（いちわ）

15 田畑（たはた）

一面（いちめん）・一枚（いちまい）

16 箪笥（たんす）

一棹（ひとさお）

17 葛篭（つづら）

一荷（いっか）

18 手紙（てがみ）

一通（いっつう）

19 テニスコート

一面（いちめん）

20 提灯（ちょうちん）・テント

一張（ひとはり）

21 トランプ

一組（ひとくみ）

22 バイオリン

一挺（いっちょう）

23 葉書（はがき）

一枚（いちまい）・一通（いっつう）・一葉（いちよう）

24 鋏（はさみ）

一挺（いっちょう）

25 箸（はし）

一膳（いちぜん）・一具（いちぐ）・一揃（ひとそろい）

26 花瓶（かびん）

一個（いっこ）・一台（いちだい）

27 ピアノ

一台（いちだい）

28 フィルム

一本（いっぽん）・一巻（いっかん）

ものの数え方
29 襖（ふすま）

一枚（いちまい）

30 ベッド・寝台（しんだい）

一台（いちだい）

31 モーター

一基（いっき）

32 郵便小包（ゆうびんこづつみ）

一個（いっこ）・一荷（いっか）

33 蠟燭（ろうそく）

一挺（いっちょう）・一本（いっぽん）

34 位牌（いはい）

一柱（ひとはしら）

35 遺骨・遺体（いこつ・いたい）

一体（いったい）

36 印判・印鑑（いんばん・いんかん） 一顆（いっか）・一本（いっぽん）
37 映画（えいが）

一本（いっぽん）・一巻（いっかん）

38 演芸（えんげい）

一席（いっせき）・一番（いちばん）

39 桶（おけ）

一個（いっこ）・一荷（いっか）

40 下駄（げた）

一足（いっそく）

41 家（いえ）

一戸（いっこ）・一軒（いっけん）・一棟（ひとむね）

42 火鉢（ひばち）

一個（いっこ）・一対（いっつい）

43 花（はな）

一本（いっぽん）・一輪（いちりん）

44 花輪（はなわ）

一基（いっき）

45 蚊取り線香

一箱（ひとはこ）・一巻（ひとまき）

46 額（がく）

一面（いちめん）・一架（いっか）

47 掛軸（かけじく）

一幅（いっぷく）・一軸（いちじく）・一対（いっつい）

48 鎌（かま）

一挺（いっちょう）

49 棺（ひつぎ）

一基（いっき）

50 竿（さお）

一本（いっぽん）

51 寄付（きふ）

一口（ひとくち）

52 机（つくえ）

一脚（いっきゃく）

53 旗（はた）

一棹（ひとさお）・一本（いっぽん）・一旒（いちりゅう）

54 鏡（かがみ）

一面（いちめん）

55 琴（こと）

一面（いちめん）・一張（ひとはり）

56 櫛（くし）

一枚（いちまい）・一具（いちぐ）

57 建具（たてぐ）

一本（いっぽん）・一枚（いちまい）・一面（いちめん）

58 硯（すずり）

一面（いちめん）・一石（いっせき）

59 戸（と）

一枚（いちまい）

60 碁（ご）

一局（いっきょく）・一番（いちばん）

61 碁盤（ごばん）

一面（いちめん）

62 口座（こうざ）

一口（ひとくち）

63 香炉（こうろ）

一基（いっき）

64 材木（ざいもく）

一本（いっぽん）・一石（いっこく）

65 三味線（しゃみせん）

一棹（ひとさお）・一挺（いっちょう）

66 傘（かさ）

一本（いっぽん）・一張（ひとはり）

ものの数え方
67 詩（し）・ポエム

一編（いっぺん）・一聯（いちれん）

68 自転車（じてんしゃ）

一台（いちだい）

69 芝居（しばい）

一景（いっけい）・一場（いちば）・一幕（ひとまく）

70 写真（しゃしん）

一枚（いちまい）・一葉（いちよう）

71 車（くるま）

一台（いちだい）・一両（いちりょう）

72 手形（てがた）

一通（いっつう）・一枚（いちまい）

73 書籍（しょせき）

一冊（いっさつ）・一巻（いっかん）・一部（いちぶ）・一帙（いっちつ）

74 書類（しょるい）

一通（いっつう）・一冊（いっさつ）・一巻（いっかん）・一部（いちぶ）

75 将棋（しょうぎ）

一局（いっきょく）・一番（いちばん）

76 証文（しょうもん）

一札（いっさつ）・一通（いっつう）

77 畳（たたみ）

一枚（いちまい）・一畳（いちじょう）

78 植木（うえき）

一株（ひとかぶ・いっしゅ）

79 織物（おりもの）

一反（いったん）

80 新聞（しんぶん）

一部（いちぶ）・一面（いちめん）・一紙（いっし）

81 人（ひと）

一人（ひとり）・一名（いちめい）

82 数珠（じゅず）

一具（いちぐ）・一連（いちれん）

83 生け花（いけばな）

一杯（いっぱい）

84 扇（おおぎ）・扇子（せんす）

一本（いっぽん）・一面（いちめん）

85 樽（たる）

一荷（いっか）・一駄（いちだ）

86 炭（すみ）

一本（いっぽん）・一俵（いっぴょう）

87 短歌（たんか）

一首（いっしゅ）

88 暖簾（のれん）

一枚（いちまい）・一張（ひとはり）

89 竹（たけ）

一本（いっぽん）

90 長持（ながもち）

一棹（ひとさお）

91 壷（つぼ）

一口（いっく・いっこう）・一点（いってん）

92 提灯（ちょうちん）

一張（ひとはり）

93 笛（ふえ）

一本（いっぽん）・一管（いっかん）

94 電話（でんわ）

一台（いちだい）・一本（いっぽん）

95 能（のう）

一番（いちばん）

96 俳句（はいく）

一句（いっく）

97 半紙（はんし）

一枚（いちまい）・一帖（いちじょう）

98 筆（ふで）

一本（いっぽん）・一管（いっかん）

99 布団（ふとん）

一枚・一組・一重（ひとかさね）・一揃（ひとそろい）

100 敷物（しきもの）・カーペット

一枚（いちまい）

101 斧（おの）

一挺（いっちょう）

102 仏像（ぶつだん）

一躯（いっく）・一体（いったい）

103 保険（ほけん）

一口（ひとくち）

104 墓（はか）

一基（いっき）

ものの数え方
105 包丁（ほうちょう）

一挺（いっちょう）

106 宝石（ほうせき）

一顆（いっか）・一石（いっせき）

107 墨（すみ）

一挺（いっちょう）

108 盆（ぼん）

一枚（いちまい）

109 盆栽（ぼんさい）

一鉢（ひとはち）

110 幕（まく）

一枚（いちまい）・一張（ひとはり）・一張（いっちょう）

111 枕（まくら）

一基（いっき）・一個（いっこ）

112 名刺（めいし）

一枚（いちまい）・一葉（いちよう）

113 目薬（めぐすり）

一点（ひとさし）

114 薬（くすり）・一般

一剤（いちざい）・一服（いっぷく）

115 薬・水溶薬（すいようやく）

一瓶（ひとびん）・一本（いっぽん）

116 薬・錠剤（じょうざい）

一錠（いちじょう）・一粒（ひとつぶ）

117 薬・粉薬（こなぐすり）

一包（いっぽう）・一服（いっぷく）

118 椀（わん）

一口（いっく）・一客（いっきゃく）

119 屏風（びょうぶ）

一隻（いっせき）・一帖（いちじょう）・一双（いっそう）
その他のものの数え方

SEQ

物の種類

数え方
【補足】 四方に屋根を葺いた小屋を意味する

1 東屋、四阿（あずまや、しあ）

一宇（いちう）

2 雨（あめ）

一滴（ひとしずく・いってき）・一筋（ひとすじ）

3 兎（うさぎ）・ペンギン

一羽（いちわ）・一匹（いっぴき）

4 風（かぜ）

一迅（いちじん）

5 煙（けむり）

一筋（ひとすじ）

6 人間より大型の動物

一頭（いっとう） ⇒ 狼、牛、ライオン、虎、象、熊、サイ、カバ、鰐、鯨 など

7 人間より小型の動物

一匹（いっぴき） ⇒ 犬、猫、鼠、栗鼠、狸、狐 など

8 パンチ

一発（いっぱつ）

9 雹（ひょう）

一粒（ひとつぶ）

10 雪（ゆき）

一片（ひとひら）

11 稲（いね）

一株（ひとかぶ）

12 稲穂（いなほ）

一穂（いっすい）

13 貨車（かしゃ）

一両（いちりょう）・一車（いっしゃ）

14 駕篭（かご）

一挺（いっちょう）

15 鎧（よろい）

一領（いちりょう）

16 鎧兜（かぶと）

一具（いちぐ）

17 巻物（まきもの）

一軸（いちじく）・一巻（いっかん）

18 議案（ぎあん）

一件（いっけん）

19 弓（ゆみ）

一張（ひとはり）

20 寺（てら）

一寺（いちじ）・一宇（いちう）・一堂（いちどう）

ものの数え方
21 梵鐘（ぼんしょう）

一口（ひとくち）

22 神社（じんじゃ）

一座（いちざ）・一社（いっしゃ）

23 神体（しんたい）

一柱（ひとはしら）・一座（いちざ）・一体（いったい）

24 神輿（みこし）

一挺（いっちょう）・一基（いっき）

25 石塔（せきとう）

一基（いっき）

26 船（ふね）

一杯（いっぱい）・一隻（いっせき）・一艘（いっそう）

27 前科（ぜんか）

一犯（いっぱん）

28 倉（くら）

一戸前（ひととまえ）・一棟（ひとむね）

29 槍（やり）

一本・一筋（ひとすじ）・一条（いちじょう）

30 相撲（すもう）

一番（いちばん）

31 太鼓（たいこ）

一張（ひとはり）

32 大砲（たいほう）

一門（いちもん）

33 長持（ながもち）

一棹（ひとさお）

34 長刀（なぎなた）

一振（ひとふり）

35 鳥（とり）

一羽（いちわ）・一翼（いちよく）

36 鳥居（とりい）

一基（いっき）

37 鉄砲（てっぽう）

一挺（いっちょう）

38 電車（でんしゃ）

一両（いちりょう）・一本（いっぽん）

39 刀（かたな）・太刀（たち）

一口（いっく）・一本・一振（ひとふり）・一腰（ひとこし）

40 塔婆（とうば）

一基（いっき）・一層（いっそう）

41 投票（とうひょう）

一票（いっぴょう）

42 灯篭（とうろう）

一茎（いっけい）・一基（いっき）

43 馬（うま）

一頭（いっとう）・一騎（いっき）

44 犯罪（はんざい）

一件（いっけん）

45 番組（ばんぐみ）

一本（いっぽん）

46 飛行機（ひこうき）

一機（いっき）

47 琵琶（びわ）

一面（いちめん）・一揃（ひとそろい）

48 苗（なえ）

一株（ひとかぶ）・一束（ひとたば）

49 木の葉（このは）

一葉（いちよう）・一枚（いちまい）

50 矢（や）

一本（いっぽん）・一筋（ひとすじ）・一条（いちじょう）

51 涙（なみだ）・水滴（すいてき）

一滴（ひとしずく・いってき）

52 霰（あられ）・雹（ひょう）

一粒（ひとつぶ）

53 虹（にじ）

一橋（いっきょう）

