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摘　　要
健康・疾病に関する俚諺（りげん，または，諺・ことわざ）には，季節性・地域性

がどのようにみられるかについて論述した。健康医学に関する諺のうち，科学的に根
拠があり生気象学的にも実証可能で経験的・統計的に成り立つものを取り上げ考察し
た。まず，諺を分類し，特に，目的・効用による分類，形式による分類を示した。大
分類では人間生活・生物・物理現象に分け，中分類では生物を植物・動物に分け，さ
らに，それぞれを小分類し，代表的な事象を表としてまとめた。次いで，天気俚諺と
健康・疾病俚諺との関係，および，その季節性・地域性について論じた。「天候が変
化すると頭痛がする」，「寒くなると肩がこる」，「天気が悪い日が続くと憂鬱な気分に
なる」，「乾燥すると全身がかゆくなる」などの諺について日本における比率（％）の分
布図を示し，気候区分との関係を考察した。最後に，沖縄における例，中国・モンゴ
ル・アメリカにおける例を紹介し，季節との関係を述べた。
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1．はじめに

自然との共生に根ざした東洋文明では，伝承され
てきた生活の知恵が種々の形で特に生かされてき
た。その一つが健康医学に関する諺である。諺には，
先人の知恵や自然のしくみに学び，健康・病気や日
常生活に生かすための人生哲学が語られている。

諺を意味する英語の proverb やフランス語の
proverbe などは，「公の言葉」というラテン語の
proverbium からきたとされ，ドイツ語の Sprich-
wort やギリシャ語の apophthegma は「よく話され
る言葉」の意味がある。

諺の特徴は，次のようにまとめられる 1）。（1）起
源は，「話し言葉中心」の社会の産物である。（2）何
らかの真実を言い当てている。（3）たくさんの人び
との経験の集約である。（4）ある社会のある時代の
産物である。（5）流通性あるいは伝達性が強い。（6）
生き物のような特徴をもつ。

一方，健康医学に関する諺は，ほぼ 4 つに分けら
れる。①かなり科学的根拠があり，生気象学的にも
実証可能なもの，②経験的・統計的に成り立つが，
地域的・季節的に異なるもの，③偶然的で可とも非
とも言えるもの，④迷信的で，滑稽さや風刺的で科

学的根拠のないもの，である。
本稿では，上記の①，②を中心に，健康・病気に

関係ある諺の季節性について考察する。

2．諺の分類・形式・効用

2.1　諺の分類
諺の分類はきわめて難しく，多くの研究者が試み

てきた。比較的によく受け入れられているものは柳
田国男による分類で，『綜合日本民俗語彙』第 5 巻
に出ている 2）。すなわち，（1）総称，（2）比喩・形容，

（3）批評・嘲笑，（4）道理・知識・発見，（5）忠告・
訓戒，（6）吉凶，（7）天候，（8）農業，（9）海の生業，

（10）慣習，（11）口合い・軽口，の 11 であるが，総
称を除くと 10 分類と言える。この分類はまだ検討
が必要と思われる。その理由は，（2）（3）と（4）（5）（6），

（7）（8）（9），（10）（11）はそれぞれグルーピングされ
た中に見られるジャンルの違いが大きいこと，各グ
ループ間の中で関連し合っていて，因果関係のある
ものが別項目に分類される場合がありうるなどであ
る 3）。
2.2　諺の目的・効用による分類

諺は目的・効用を根拠として分類するとか，形式
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的な違いによって分類した方がよいと思われる。前
者の立場によれば，（1）攻撃的諺，（2）経験的諺，（3）
教訓的諺，および，（4）遊戯的諺に分類される。こ
こで，健康・病気の諺は，主として（2）と（3）に見ら
れる。具体的な諺の例をあげると次のようなもので
ある。

すなわち，（1）攻撃的諺としては「なまけ者の節
句働き」，「下手の道具しらべ」。（2）経験的諺として
は「東男に京女」，「見半作水」がある。また，「船
ばた三里帆影八里」（海面から離れた高い大気層ほど
視程距離は長い）。（3）教訓的諺としては「自然は最
良の教師なり」，「石の上にも三年」とか「時は金な
り」などたくさんの例がある。（4）遊戯的諺として
は「犬が西向きゃ尾は東」，（ものには必ず原因があ
る），「月とスッポン」（雲泥の差）などがある。
2.3　諺の形式による分類

形式による分類として，（1）比喩的形式，（2）対句
的形式，（3）逆説的形式，（4）数字名詞羅列形式，（5）
誇張的表現形式，および，（6）七五調五七調形式が
ある。（6）には一茶の俳句や江戸古川柳などに由来
する諺が多く，（1），（3），（5）とともに健康・病気
の諺が比較的多い。
2.4　福岡による健康・病気・天気諺の分類

諺の内容による分類は，青木慶一郎による詳しい
分類 4），5）がある。しかしそこでは健康・病気に関す
るもの，農業に関するものが独立して扱われていな
いので，表 1 に示すように改定を試みた。諺の数
は非常に多いので，具体的に別の詳しい表を作成す
る必要性がある。

3． 天気の諺と健康・病気の諺との関係， 
その季節性および地域性

3.1　天気諺における健康・病気の諺
天気の諺（または天気俚諺）は古来，観天望気とし

て各地に多く伝承されているが，その中で健康・病
気に関するものはきわめて少ない。例えば栃木・群
馬両県内における約 2,400 の天気の諺のうち，僅か
19 諺（1％弱）だけが健康に関するものであった。長
野県（信州地方）の天気の諺もやはり少なく，約 0.5％
しかない。季節的には，梅雨季に集中している。使
用頻度 10 位の ｢あかぎれが痛むと風が吹く ｣（群馬）
は冬の季節風“空っ風”に関係する。なお，ここで
言う使用頻度の順位とはアンケートの回答数の多い
順位のことを言う。

諺には日本国内ばかりでなく外国にも同じような
ニュアンスの「普遍的な諺」がある。やはりその土
地でしか言われていないものが多く，表現が局地的
であることが少なくない。その意味で，諺には種々
の地域・空間的スケールに関連しているものがある
ことは確かである。諺の地域性についての都丸
十九一の興味ある分類がある 6）。
（1） ある土地に即した諺，特に天気に関する諺は，

とうぜん地域性や風土性がある。例えば「上
州名物，かかあ天下に空っ風，女の腕まくりは，
夜になれば止む」。

（2） 処世とか比喩や批評・しゃれなどは一般的に
は地域性が薄いが，それでも狭い範囲の局地
性がある。例えば，「ヨシキリが土用に入った

表 1　福岡義隆による健康・病気・天気諺の分類．

大分類 中分類 小分類 事象の例
人間生活 行動 子供の騒ぎ　女房の腕まくり　女の心

衣食住 梅干　赤飯　台所　鬼門　土足
体感 不快　神経痛　三寒四温
暦事・節気 彼岸　十五夜　入梅　土用
健康 夜爪　夏風邪　高血圧
農業 豊作　旱魃　鎌とぐ
漁業 大漁　漁夫の利　

生物 動物 哺乳類 犬　猫　馬
鳥類 鳶　烏　鷹　雀
魚類 鯉　鯰
昆虫類 蜘蛛　蟻　蜂
その他

植物 天然 青葉　紅葉　桜前線
栽培 植木　盆栽

物理現象 天気 温度　湿度　風　気圧
地象 地震　火山　温泉
水象 海　湖　沼
天体・光象 流れ星　虹　朝焼け



地球環境 Vol.17 No.1　83－89（2012）

85

ようだ」（湿地が多い地域や，アシの茂みのあ
る地方で，ヨシキリが土用に入ってぴたりと
囀りをやめること）。

（3） その土地の生活が如実に出ている諺で，地域
そのものを捕らえているもの。例えば，「雷が
富士西から出ると麦三束まとめぬうちに雨が
来る」などがある。

（4） 一般的・中央的（都市的）・標準的な諺を，地
域に即し，生活に即したように言い換えた諺。
例えば，「八溝の雷と死んだ人は来たことがな
い」は一般に言う「東の雷」の東に具体的な
栃木の地名を入れたものである。

3.2　健康・病気俚諺における天気の諺
健康に関する諺も，飲食や生活環境に関するもの

などを含めると非常に数多くある。その中で天気と
の関わりのあるものは，『暮らしの健康ことわざ辞
典』7）によると，全体の 800 諺中の約 40（5％）である。
季節的には冬と夏に多く，後者では特に梅雨季に多
いのが特徴である。『健康ことわざ 111』8）による
と，111 中の 4 だから 3％強，『健康ことわざおもし
ろ読本』9）でも約 3％しかない。いずれも季節的には
冬と夏である。使用頻度が 30 位内にあっても栃木
のように健康諺が皆無のところもある。

このように健康・病気の諺の中で天気に関するも

のがきわめて少ないので，その少数例から地域性を
論ずることは困難である。季節性は，一般的な季節
ごとの病気の傾向から推し量る以外に方法がない。
一つの方法として福岡は「気象病カレンダー」で，
病気と季節との関連を概観した 10）。表 2（a）春，（b）
夏，（c）秋，（d）冬に，病名，症状，気象条件，予
防の項目別に，各月の現象をまとめた。これらが，
健康・疾病・天気が絡み合う諺になり，季節性を生
み出すと考えられる。

また，天気と健康との関係についての関心度を調
べたテルモによるアンケート調査の結果をまとめ，
主要なものについての分布の特性を図示したのが図
1～4 である 11）。なお，回収率は 78％（1,500 人に対
して 1,168 人）であった。

図 1 は「天候が変化すると頭痛がする」，図 2 は
「寒くなると肩がこる」，図 3 は「天気が悪い日が
続くと憂鬱な気分になる」，図 4 は「乾燥すると全
身がかゆくなる」人の割合（％）の日本（都道府県別）
における分布を示す。わが国の中では九州・四国・
紀伊半島の太平洋に面するところ，瀬戸内海周辺，
北陸から本州の東北地方の日本海に面するところ，
そして北海道に地域としてのまとまりや特殊性が示
されることが読み取れる。なお，図中の凡例で暖色
系は関心度の高い％を，寒色系は低い％を示し，ロ

表 2（a）　春の気象病カレンダー．

3 月 4 月 5 月
病 花粉症 関節リゥマチ 五月病（鬱病）
症状 鼻詰まり，く

しゃみ
風邪のような
症状

指や膝の関節
に痛み

食欲不振，睡
眠不足，感情
障害

気象条件 高温，乾燥，
風強し

寒冷前線通過
で気温・湿度
急変，気圧低
下

気温と日照時
間急変（フェ
ーンなど）

予防 マスク，ゴー
グル
洗濯物・布団
の内干し

温湿度の急変
に注意
同じ体勢を長
くとらない

室内照明，森
林浴などで気
分転換

表 2（c）　秋の気象病カレンダー．

9 月 10 月 11 月
病 秋の喘息 ハウスダスト

アレルギー
しもやけ・凍
傷

症状 部屋掃除後や
布団干し後に
発作，咳・く
しゃみ等

花粉症や喘息
に似た症状，
くしゃみ・鼻
水など

手 足 が 紫 紅
色，冷たくな
る，腫れや発
疹など

気象条件 彼岸ころの気
温低下

高温乾燥など
花粉やダスト
の飛散しやす
い気象

気温 1 0 ℃以
下の寒さ，湿
気が多い地方

予防 掃除機より拭
き掃除，布団
干し後たたか
ない，等

布団干しや掃
除は丁寧に，
マスク着用，
雑草駆除等

血液循環を良
くする，手足
についた水を
ふき取る

表 2（b）　夏の気象病カレンダー．

6 月 7 月 8 月
病 関節病 熱中症 夏バテ
症状 膝等の関節が

こわばる
下肢関節で歩
行困難

体温の異常上
昇と発汗
吐き気・めま
い・頭痛

食欲なし，だ
るい，喉の渇
き，夜眠れな
い

気象条件 低気圧・前線
接近による降
雨・高湿

気温 3 0 ℃以
上 で 増 え 始
め，35℃で急
増

真夏日や熱帯
夜の継続

予防 低気圧・前線
の予報に注意
する
全身を暖める

外出を控え，
水分補給，熱
中症予報に注
意

熱いもの（鍋）
を食べ，昼寝
をよくとる

表 2（d）　冬の気象病カレンダー．

12 月 1 月 2 月
病 インフルエン

ザ
動脈硬化 脳卒中

症状 くしゃみ・鼻
水・喉痛・頭
痛・発熱・関
節痛み等

血圧高く，息
切れ，胸の締
付，耳鳴り，
不眠など

耳鳴り，難聴，
めまい，顔や
手足の痺れ・
ふるえ

気象条件 寒 さ（ 8 ℃ 以
下）と乾燥状
態（湿度 50％
以下）

急激な温度降
下，気圧の急
変

急激な温度変
化

予防 ウイルスに接
しない，マス
ク・うがい，
加湿器

適度な運動，
睡眠不足に注
意，ストレス
軽減など

急 に 起 き な
い，便秘注意，
禁煙減酒，水
枯れ注意
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ーマ数字のⅠ，Ⅱ…などはアンケート集計上の地域
区分を意味する。区分は吉野の「生気候による日本
の地域区分」12）による。

4．天気俚諺の季節性の日本における例

4.1　沖縄
沖縄における天気俚諺を収録し，詳しく解説した

好著が刊行されている 13）。沖縄は亜熱帯に属し，気
温からは四季が不明瞭になる緯度に位置するが，ユ
ーラシア大陸の東端にあり，夏・冬の季節風の影響
が強いので，季節変化は明瞭である。また，日本本
土の文化の影響が強いので，諺などにも，それが現
れていると思われる。以下，その書物において，取
り上げられた諺を分析した。表 3 は季節別の数で
ある。

この表に示された各季節の表現項目数や諺数は，
沖縄の人びとの季節感・季節観の強弱・多様性など
を客観的に，詳しく，適確に表現しているとは言え
ないかも知れないが，ある目安にはなろう。表 3 に
よると，項目数では春・初夏と夏・台風が 8～9 で

多い。しかし，諺の数では夏・台風が 77 で非常に
多い。これは沖縄の気候を反映しており，まことに
興味深い。一方，本州では秋が最も好まれる季節で，
地名数でも最大である 14）。しかし，沖縄では，秋は，
項目数でも，諺の数でも，冬とほとんど同じ値であ
る。すなわち，秋と冬の季節感としてのインパクト
はほとんど同じと見てよかろう。そして，諺から見
ると，夏・台風のインパクトは秋・冬のインパクト
の 3 倍以上という値は，民俗現象の季節性の指標と
して参考になろう。具体的な例を以下に紹介する。

「トゥンジー・ビィーナ（冬至寒）」は，冬至にジュ
ーシー（混ぜご飯）を仏壇に供え，その後，家族で食

図 1　 天気と健康への関心度の地域性：「天候が変化す
ると頭痛がする」の諺の分布．

図 2　 天気と健康への関心度の地域性：「寒くなると肩
がこる」の諺の分布．

図 3　 天気と健康への関心度の地域性：「天気が悪い日
が続くと憂鬱な気分になる」の諺の分布．

図 4　 天気と健康への関心度の地域性：「乾燥すると全
身がかゆくなる」の諺の分布．

表 3　沖縄における天気俚諺の数 13）．

季節 各季節の表現項目数 諺数
春・初夏 9 25

梅雨・盛夏 5 41

夏・台風 8 77

秋 3 27

冬 4 24

不定季節 7 39
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べ，来るべき寒さに耐える活力をつけ，健康で冬を
越すための諺である。

また，10 月中旬，10 m/ 秒を越すような北東の
季節風が吹きだすとサシバが渡ってくる。この北東
の風は寒冷前線の南下にともなうもので，雨をもた
らす。夏の雨のように強くはなく，小雨である。こ
の雨を「鷹の小便」，「鷹の尿雨（タカのシト）」と呼
ぶ。鷹の尿に濡れると，冬への季節の変わり目であ
り，風邪にかかりやすくなる。微熱・けだるさが長
引くことがあり，これを「鷹の風邪」と呼ぶ。約
240 の収集された天気の諺のうち，健康に関する唯
一のものである。
4.2　日本全国

日本における天気に関した諺を 1960 年代に約
1,300 採収した事典 15）によると，天気変化による健
康・疾病へ影響を言う諺はあがっていない。ただ，
精神的な不安定に関係する諺として，「子供がさわ
ぐと雨」，「子供が夕方さわぐと雨になる」が採択さ
れている。これは，気温の日日変化（前前日から前日，
あるいは前日から当日などへの変化）が大きいこと
が原因として考えられるという。しかも，高くなる
場合と低くなる場合の両方とも人間の神経を刺激す
るので，あてはまるとされている。

同じような現象は，動物の行動の諺となっている。
「ネコがさわぐと嵐」，「ネコがさわぐと雨」，「ネコ
がさわぐと大雨」，「ウシが大きくなけば暴風雨」な
どの諺がある。

一つ興味ある例として，「櫛の通りが悪いと雨が
降る」という諺にふれておきたい。これは，人の毛
髪の伸縮が湿度の変化に敏感で，雨が近づき湿度が
上がると髪が伸びる現象によっている。低気圧が接
近してきたり，前線が接近してくると，湿度が上が
ってくる。したがって，「櫛の通りが悪いと雨が降る」
となる。

毛髪と湿度の関係について，次のような実験があ
る。寝室内の湿度が 35％の状態下で，若い日本人
女性の髪の毛に印を付けておき，そこからの長さを
前もって測ると 21.4 cm であった。そして加湿器に
よって室内湿度を上げ，5 時間後に 83％になった時
点で測ると 22.5 cm で，1.1 cm 伸びた 3）。上記の諺
が実証された一実験結果である（実験は TBS 系列の
ジーマ社によって行われたものである）。「一般的に
一日に 0.4 mm 前後伸びる」と言われているので，
予想外に良い結果であった。

以上のように，これらの諺は数が少ないので季節
による差は特にないが，毛髪の伸びに関しては気温
の日日変化が比較的大きい春と秋に一般的にあては
まる諺であろう。また，諺ではいずれも雨であって，
雪は使われていない。したがって，寒候季にはあて
はまらない諺と考えてよいであろう。さらに季節に
応じた健康に関係する諺では，食品を通じてそれぞ
れの季節における栄養バランスを考慮したものがあ

る。例えば，「冬至にカボチャを食べると夏病みせ
ぬ」，「土用丑とウナギ」，「秋ナスは嫁に食わすな」，

「妊婦がリンゴを食べると可愛らしい子が生まれる」
などがある 15）。

5．諸外国の諺に見る天気と健康

5.1　中国
中国では気象の記述は古く，『詩経』にさかのぼ

る。西漢（206BC-AD25）の『氾勝之書』や，東漢
（AD25-220）の崔実が編纂した『四民月令』（焼失した
と言われる）や『農家諺』には多数の気象関係の諺
が記載されていて，中国最古の気象諺集とされる 16）。

人間の健康に気象が関係していることは，多数の
医書にも書いてある。例えば紀元前 3 世紀，『内経・
素問』では，“気象”の影響は“非常”（正常な状況
でないということか？）にあり，“非常”は“変”と
なり，“変”は“病”に至るとある。“気”は“六気”
からなり，風・寒・暑・湿・燥・火である。今日の
気候学で言う気候要素を適確に捉えている。そうし
て，“六気”は季節変化をし，春は風病，夏末・初
秋は湿病が多く，晩秋は乾燥病が多く，冬は寒病が
多いと書いている。この影響は強く，中国医学の伝
統となった。張仲景の『傷寒論』にも発展した 17）。
元末の 14 世紀に書かれた『田家五行』には 140 余
の気象の諺がある。

20 世紀末に刊行された『中国気象諺語』（熊第怒編）
は 880 ページに及び，各気象要素（風，雲，降水，霧
など）別，天体，海況，動物，植物，二十四節気，民
間祭節，健康に関する諺などに分類し，まとめた 18）。
健康に関するものでは，例えば，
「腰骨痛，雨打洞」（日本の諺でも「腰などが痛む

ときは雨が近い」という）
「老人腰骨痛，下雨靠得穏」（上とほぼ同じような

意味と思われる）
「脚冷天変，手冷天晴」（脚が冷える時は天気が悪

くなり，手が冷える時は晴れになる）
「冷脚冷手有霧落」（足が冷え，手が冷えると，霧

が降る）
「全身不活，雨天両日」（全身がだるいとき，2 日

ほど雨天）
「人感悶熱，不久雨急」（人が暑さでもだえると，

やがて突如雨が降る）
「男焼晴，女焼下」（男が発熱すると晴れ，女が発

熱すると天気は下り坂）
「患有風湿関節炎，天変早知先」（「風湿病」すなわ

ちリウマチや関節炎を患う者は，天気が悪化する兆
候を先に早く知る）
「風湿病複発，風雨将来臨」（風湿病すなわちリウ

マチが再発すると，近い将来風雨となる）
「久晴腰酸痛必陰雨，久雨腰酸痛主天晴」（長く晴

れ腰がだるく痛むと必ず雨となり，長雨で腰がだる
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く痛むと晴天になる）
気象文化と民俗学的な事象に関しては，農作物の

生産に関する諺が多く，農民の生活・健康維持に関
する諺は少ない 19）。
「冬雪一場財，春雪一場災」（冬の雪は一回の収入，

春の雪は一回の支出）
「人怕老末究，稲怕寒露風」（人は老いて貧しさが

来るのをこわがり，稲は寒露風をこわがる）（ただし，
寒露とは毎年 10 月 8 日ごろに始まる 72 候の一つ）
などがある。

このような中国における諺は，日本にも紹介され
ている 20）。　
5.2　モンゴル

モンゴルの『ことわざ用法辞典』に健康気象その
ものの諺は見あたらないが，人の生き方を天気現象
に置き換えた言い回しが見られる 21）。例えば，「通
り過ぎた雨の後からレインコートを羽織る」（日本語
の「後の祭り」に相当する）とか「朝の暖かさを暖
かさに思うな，成長期の幸せを幸せに思うな」（日本
語の「花一時人一盛り」に相当する），「山を雪が圧
する，男を年が圧する」（日本語の「年には勝てぬ」
に相当する），「風雨であっても約束に，降雨であっ
ても期限に」（日本語の「武士に二言なし」に相当す
る）がある。
5.3　アメリカ

アメリカで 1923 年，W. J. ハンフリーズが天気俚
諺に関する著書を刊行した。当時，かれはアメリカ
合衆国気象台に勤務する気象学者であった。彼はそ
の 3 分の 2 のページを割いて天気俚諺を詳しく解説
した 22）。「髪が捩れたり網状になると雨が降る」，「低
気圧が近づくと傷や歯の痛みがひどくなる」などの
諺を詳細に解説した。しかし，季節性についてはあ
まり分析しなかった。

次いで『天候とからだ』という書物の中で健康・
医療の諺の生気象学的な解釈を試みた例がある 23）。

“古老の体がしゃべる声なき声”を“ウェザー・ラ
ンゲージ（天気語）”と呼び，その重要性を指摘した。

「足の親指が痛むと雨になる」は迷信ではないと強
調し，天候と健康の関係を論評した。天気に関する
古くからの言い伝えを，科学的知識によって可能な
限り理論化し，応用すべきであると指摘した。
5.4　その他

台湾における諺集は，「健康」という章を含む 20
のテーマで分類した 24）。しかし，天気に関する諺は
少なく，健康・医療と天気を関連付けたものは皆無
である。これは沖縄よりさらに低緯度に台湾が位置
するためであろう。

東洋医学を諺から解説した書物でも天気に関係す
るものは紹介されていない 25）。韓国・朝鮮における
諺の辞典（日本語版）を見ると，天気用語は使われて
いるが，気象現象ではなく人間の生き方，考え方な
どを比喩的に捉えているものが多い。健康・医療関

係の諺は見当たらない 26）。
インドの諺として，ガンジーやタゴールら英雄的

インド人の名言集がある 27）。しかし，諺として掲げ
られているのがインド国内のものか，他の国のもの
か不明であり，天気との関連で健康を対象とする格
言も諺も残念ながら見当たらない。

世界の諺を展望すると，インド・中国などの例が
意外に多くない 28）。その反面，ドイツ，フランス，
イギリス，スペイン，イタリアなどヨーロッパ諸国
の諺が多いが健康・医療に関する諺となると少な
い。そこで引用された諺数の国による差からおおよ
その地域差はうかがえる。

6. まとめ

以上，本稿で述べてきたことをまとめると次のと
おりである。健康・病気に関する諺は非常に多い。
しかし，天気と連結した諺は少なく，数％以下であ
る。諺の分類には，目的・効用による分類，形式に
よる分類ができることを示した。大分類では人間生
活・生物・物理現象に分け，中分類では生物を植
物・動物に分け，さらに，それぞれを小分類し，代
表的な事象を表示した。

一方，季節性を示す諺が少ない。これは日本ばか
りでなく，諸外国でも同じである。日本における地
域性は本州・四国・九州の太平洋岸，冬に積雪の多
い地域，瀬戸内海周辺地域，北海道などの局地的特
徴があるようである。季節変化に富む日本では，健
康と天気に関する諺においては，多少季節性のある
ものが存在する。

沖縄における健康・病気と天気に関する諺の季節
性は，項目数で春・初夏，夏・台風が多い。一方，
収集された諺の数では夏・台風が非常に多い。秋は
冬と同じく少ない。人びとの健康・病気に対する亜
熱帯的な季節や襲来台風頻度のインパクトの地域性
を表現していると考えられる。
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