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もいお（もいを）（藻魚）【名詞】くじめ。アイナメ属ア

イナメ科の海魚。全長約３０ｃｍにもなる。体色は変

化に富むが、暗褐色の地に多くの淡色斑が有る。アイ

ナメに似て居るが、各側に有る側線がアイナメの五本

に対し、一本よりない。（志（鵜方、志島、甲賀、安

乗）、鳥）[会話] モイオ言うな（のは）もおなかん

（藻の中に）はさくらな（隙間が）有ると、おって

（居て）ちょぼちょぼみたいな（のような）模様な

（が）有って 一番つきよおて（突きやすくて）ごっ

ちみたいん（笠子の一種のように）しとて（して居

て）うまいねてや（美味いのです）。 

もいか【名詞】あおりいか。ジンドオイカ科、肉は柔ら

かい。胴は長さ 50ｃｍにもなり、中央が広がった円錐

形。生時の体色は黒褐色、雄には多数の横縞が有る。

（三重県全域）[会話] モイカ言うな 普通のいかか

い（ですか）。ごおなついとんのおかい（ごうが付い

て居るのですか）あや（あれは）ごいか言うんなしな

あ（言うのですし）いろいろ有るやんかい（有りま

す）。モイカ言うのは 言うけど（が）どいなんかい

なあ（どんなのでしょうか）。 

もいっぺん 今一度。更に。（志、度）[会話] も一度

言うのを モイッペン。モイッペン言うて見よ（言っ

て見なさい）しょちゃせんどばい（承知はしない）言

うて、もひとくら（もう一度）言うね（言うのです）

もひとくら行て来いまあ（行って来なさい）言うて。 

もいでく もいでいく。もぎ取って行く。揉んで行く。

（尾） 

もいとり 更に一人。もう一人。[会話] もお一人 く

んねよって（来るのだから）言うてなあ。誰か来る言

うのを も一人くんねよって あて（心づもり）しと

いてくれえ（しておいて下さい）言うて その時 も

一人 よお言わんで（言えなくて）モイトリ言う人な

（が）あんなあ（有ります）。 

もえかす【名詞】燃残り。もえがら（阿）[会話] 煙草

のモエカス。飯な（が）煮えたら ひいも（火も）消

しとけよお（ておきなさい）言うて、はんぶ（半分）

ついとてもなあ（ついていても）水い（へ）ちゅっと

やって（入れて）消しといて（ておいて）そいなのお

を（そんなのを）モエカス。 

もえこぼれ【名詞】燃え残り。[会話] 燃え残りを モ

エコボレ言うな（言います）。 

もえこぼれえひなついた【俚諺】やけぼっくいに火がつ

いた。一度とだえてもすぐ元に戻る事の例へ、多く男

女関係に言う。[会話] モエコボレエヒナツイタ言う

てなあ。昔、しいおった、おなご（していた女）と 

又 一緒ん（に）なると モエコボレエ ヒナツイタ

ンナア（のだ）言うて 燃え残りを もえこぼれ言う

てなあ。 

もえさし（燃え止し）。もえのこり（燃残）【名詞】燃え

きらないで残った薪。[会話] ひい（火）のモエサシ、

薪を ふっといのおを（太いのを）くべると（燃やす

と）それ 皆  燃えてかんで（行かなくて）、飯が 

煮えても はんぶ（半分）でよおて（よくて）はんぶ 

残るやんかな（残ります）それを モエサシ。 

もえで【名詞】燃えて居る時間。ほねこい参照 [会話] 

ほねこしもん（硬い物）は、ちょいと（少し）モエデ

な（が）有るやんない（でしょう）。そやもんで（そ

れで）ほねこしもん 混ぜとくと（ておくと）ひい

（火）の モエデな（が）有って ええなあ（よい）

言うて。 

もえる（燃）【自ア下一】１）一生懸命になる。せんせ

ん参照 ２）赤くなる。熟す。たあのむし参照 [会

話] １）せんせんな（蝉が）だらのきい（木）で わ

がた（自分は）尻 振って 鳴きモエトテモ（ていて

も）しぇんしぇん（鳴き声、しない）言うて。２）いも

ちな（が）つくと モエテ あっこお（赤く）なって

来て はざんよおんなってく（駄目なようになってい

く）。 

もお（藻）【名詞】藻。ほんだわら。褐藻類。潮間帯の

中央以下の岩上に生ず。全長数米。茎部に円盤状の付

着根があり、茎は長い枝を多数出し、三角形内至四角

形で、稜角は突起し、はなはだしく捻れて居る。下部

の葉は大形でへら状、不規則な鋸歯あり、上部は小形

で密生し倒被針状、柔らかく中脈をかく。気胞には短

柄あり、楕円形で稜角あり、頂きに小形の突起をつけ

る事あり。（志（布施田、鵜方、神明、立神、志島、

甲賀、国府、安乗）、鳥（菅島））[会話] 海のモオ。

モオ引きん（採りに）よおいきおった（よく行って居

ました）。モオは 荒布とは 又 違うの（のです）。

荒布や若布とは 又 別ん（に）三月十五んち（日）

に モオの口な（が）あく（解禁になる）言うて、モ

オ 引きん行くんや（行くのです）。わしら（私達）
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かずきん（採りに）行くんやんか（行くのです）。そ

すと（そうすると）干すばあな（場が）無いもんで

（ので）朝 早よ（く）暗がりでいて（行って）モオ

やら（か）島やら 判らんもんで（判らないので）島 

抱いたたんよお（てしまった）言うて、そげな（そん

な）くらがり時分から（暗い時間から）おりて（海に

入って）かずきおった（採って居ました）。モオの口

あけや（だ）言うと 干すばあな（場が）無いもんで

（ので）干すばあ、早よいて（早く行って）とるのん

（確保するのに）そおしてしよおった（そんなにして

居ました）。モオを 畑のこやしん（肥料に）やらん

ならんもんで（やらなければいけないので）ぜんかせ

ぎ（銭稼ぎ、金もうけ）どこや（で）無い 皆 モオ

引きに行きよったんなあ（行って居ました）。舟の有

るもん（者）は 引きに行くし 舟の無いもん（者）

は かずぎに行くんやんか（行くのです）。はんぎり

（大桶）なん杯言うて かずくもんで（ので）、干す

とこな（所が）のおて（無くて）干すとこ とりやい

（取り合い）で 夜中起きしよおったの（して居たの

です）。モオは こやしにするので 畑のこやし。十

月 麦蒔きすんのん（するのに）いもがら（芋殻、芋

の茎葉など）しとかんと（敷かずに）それ しくと 

仕事も早いし 畑もええもんで（よいので）そんで

（それで）ぜんかせぎどころかな モオかづくのおで

（ので）、そいで（それで）どいらい（大きな）ぼお

し（積み上げた物）を 二つぐらいつ ためよおった

（貯めて居ました）。そのモオな（が）モオゴエや

（藻肥です）。それやると（与えると）芋もええし

（よいし）麦 蒔くのも早いし 芋 植えると最後

（その時）モオ やったとこ（所）は 芋も おっき

い（大きく）なって、よっけ（沢山）いけおったんて

や（入れたのです）。モオは 重宝なかった（でした）。

モオ言うのは ほんだあら（ほんだわら）。 

もお【名詞】牛を言う幼児語。（員、津、上、阿、張、

名）[会話] モオ言うて 牛や（です）。もお 行こ

やんか（行きましょう、帰りましょう）言うて たま

たま（しばらくぶり）来たのん（に）ゆっくりしてこ

やんかあ（して行きましょう）言うて 卵と牛の旅行

や（だ）言うて。旅行行くと もお行こや言うて 牛

な（が）言うと、たまたま来たのん（のに）言うて 

卵な（が）、とっくりな（が）とっくり遊んでこやん

か（遊んで行きましょう）言うて。 

もお（もう、まふ）【動詞】舞う。廻る。つんつるてん

参照（三重県全域）[会話] 大念佛 やさやさてんて

こてん言うて モオといて（廻っておいて）。 

もおかざらし（まをかざらし）（真岡晒）【名詞】織物。

栃木県真岡市付近から産出する丈夫な白い木綿の織物。

[会話] モオカザラシ言う晒な（が）有りおったんな

あ（有りました）。木綿より色な（が）晒して有る 

ちょいと（少し）ぢい（生地）のつんどんのをなあ

（つんでいるのを）モオカザラシや（だ）言うて モ

オカザラシで、こしらえて言うて。 

もおかずき【名詞】海藻のの採取。（志）[会話] もお

の口あけ（解禁）モオカズキ言うてなあ、さわ（竿）

で 捲じん（に）行く人も有るし、磯人な（海女が）

カズキん（に）行く人も有るしなあ。よお（よく）カ

ヅキん（に）行かんもな（者は）もおひきん（に）行

こや（行きましょう）言うて。 

もおかり（もうかり、まうかり）【名詞】利益 

もおかる（もうかる、まうかる）（儲）【自ラ五】利益が

出る。儲けが得られる。得になる。[会話] 金な

（が）モオカル 金儲けな（が）上手なんな（なの

だ）言うて。ぜん（金）よけ（沢山）稼ぐとなあ あ

の人 金儲けすんの（するのが）上手ななあ（だ）利

益な（が）よけ（沢山）出る言うのを。千両もおけた

（産んだ、儲けた）言うて こおな（子供が）出来る

となあ。 

もおけ（もうけ、まうけ）（儲）【名詞】利益。利潤。

[会話] 利益な（が）有った事を モオケ言うのなあ

（です）。利益な（が）よけ（沢山）有った時は ま

あ もおかって もおかって言うて。 

もおけぐち（もうけぐち、まうけぐち）（儲口）【名詞】

利益の対象となる事柄。仕事口。就職先。[会話] 金

稼ぎん（に）行く口。仕事な（が）有る言う事をなあ 

モオケグチな（が）出来る言うの（のです）。仕事な

（が）出来て来た言うのを。 

もおけしごと（もうけしごと、まうけしごと）（儲仕事）

【名詞】利益になる仕事。[会話] 金儲け仕事 利益

ん（に）なる事なあ（です）。モオケシゴトな（が）

よけ（沢山）有って言うてなあ。半額で こおて来と

いて（買って来ておいて）倍で売ると よけ（沢山）

儲けた 儲け口な（が）よかったなあ言うてなあ。上

手ん（に）こおて来といて（買って来ておいて）上手

ん（に）よおうや（よく売れば）折れて曲がって へ

え（へ）の字やよお（だ）言うて 儲かると最後。折

れて曲がって へえ（へ）の字ん（に）なった言うて 

倍、ん（に）なると 折れた言うんなし（のですし）

それより まだ よけ（多く）儲かると へえ（へ）
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の字や（だ）言うて。 

もおけた（もうけた、まうけた）出産した。子供を産ん

だ。[会話] 子供 沢山もおけん（産む）のも よけ 

モオケタ言うし 沢山うむのをなあ。よけ モオケテ

あの家ゃ（は）まあ言うて。 

もおけた 得をした。利益になった。（志（浜島））[会

話] 利益な（が）よけ（沢山）有ってすんのを（す

るのを）よけ モオケタ言うて。 

もおけもん（もうけもん、まうけもん）【名詞】儲物。

思いがけず利益になったもの。拾い物。[会話] こや

まあ（これは）モオケモンやなあ（だ）言うて、なん

やかや（いろいろ）拾たりするとなあ、思わん程よけ

（沢山）儲けると こやまあ モオケモンやったなあ

（だった）言うて、そげん（そんなに）ねえな（値

が）しやせんやろ（しないだろう）おもてなあ（思っ

て）。こおて（買って）来て 売ったや（たら）倍に

もなるやんない（なるでしょう）思うより よけん

（沢山に）なったなあ言うのを モオケモンやったな

あ（だった）言うて。道でええもんな（よい物が）お

っとて（落ちていて）拾うと、おおた こや（これ

は）モオケモンやったなあ 言うて 人ん（に）やろ

とせんと（やろうとせずに）ぽっぽしとくね（懐に入

れておくのです）。 

もおける（もうける、まうける）【他カ下一】１）産む。

おいだし参照（志（布施田、鵜方、神明、立神、志島、

甲賀、国府、安乗））２）利益を得る [会話] １）あ

の子の おや（時は）おい出しん（に）呼ばれた（招

待された）そのよさ（夜）モオケタ。モオケテ まあ

よけ（沢山）言うてなあ。こお（子）よけ（沢山）モ

オケル言うたりなあ ２）金よけ（沢山）モオケタリな

あ 商売な（が）どんどん合うとなあ（適すると）金

よけ モオケテまあ あのひた（人は）言うて。 

もおけんいく（もうけんいく）１）出稼ぎに行く。金稼

ぎに行く。（南）２）出産に行く。[会話] ２）こお

（子）モオケン 親元い（へ）イトンネ（行って居る

のだ）言うてなあ。昔ゃ（は）親元い（に）うい子

（初子）はなあ モオケン行きおったわい（行って居

ました）。そすと モオケンイトンネヨオ（行って居

るのです）言うてな。１）金、モオケンイクのもなあ 

茶山や（茶摘みだ）秋や（秋の収穫とか）言うて い

て 稼ん（い）でくんのをなあ（来るのを）ま  一儲

けして来るわい（来ます）言うてなあ、ぜんかせぎん

（銭稼ぎに）行く言うのをなあ。 

もおごえ（藻肥）【名詞】海藻を肥料としたもの。もお

参照（志（布施田）） 

もおしご（もうしご、まうしご）（申子）【名詞】１）神

佛に祈り、妊娠して生れた子 ２）人より優れた才能

のある子 

もおしてきた（もうしてきた）盗んで来た。だまって持

って来た。[会話] 盗んで来た言うのをなあ モオシ

テキタんよお（来ました）言うて。畑のもん（物）ち

ょいと（少し）てくさい事（盗み）して来ると ま 

此れ一つもろてこん（貰って行こう）言うて、たいし

たもんやのおてもなあ（物で無くても）こげん（こん

なに）よけあんのん（沢山有るのに）ちょいと もろ

てこん（貰って行こう）おもて（思って）してくんの

をなあ（来るのを）まあ いたして来たんよお（盗ん

で来ました）言うたりな、モオシテキタとか。なっと

も（なんとも）断り無しん（に）もろて 来るもん

（物）をなあ。 

もおしてた １）取って行った。盗んで行った。 ２）

死んでいった。[会話] ２）死んでた（でいった）言う

事をなあ、まあ モオシテタんてない（そうだ）爺や

んな（が）言うてなあ。爺やんな（が）モオシテタて

のお（そうで）言うて 悔み言う時ん（に）、若いも

ん（者）なら ひまのかああいてのお（大変な事で）

言うて 悔んだ言い方せなはざんし（しなければいけ

ない）年寄りや（だ）と 爺やんな（が）モオシテタ

んてのお 言うて。 

もおじゃ（もうじゃ、まうじゃ）【名詞】亡者。死んだ

人。死んだ後、成佛しないで魂が冥土に迷っているも

の。化物。[会話] モオジャん（に）なって 出てく

んど（来るぞ）言うてなあ わり（悪い）事すると 

モオジャん（に）なって 出てくんど 言うてなあ。 

もおす（もうす、まうす）（申）【他サ五】１）唱える。 

２）死亡する。３）盗む。[会話] ２）死んでたのも

（死んで行ったのも）モオス、家の婆さん モオシテ

テ（て行って）言うて。くやみ（悔み、お悔み）言う

のん（に）若いもん（者）のときゃ（時は）そいなこ

た（そんな事は）言わせんけど（言わないが）年寄や

（とか）、なあごお（長く）わずろとる（患って居る、

病気をして居る）人は まあ（もう）モオシテテナア

（て行って）言うて、くやみ言うやんかい（言いま

す）。１）そして（そうして）念佛も申してもらうけど  

念佛となえんのなあ（称えるのを）。なんやかやモウ

ス言うて 昔の人ら  申そお言うて 訪ねて来ると 

申そお言うて 来よったなあ（来て居ました）。用事

ん（に）来た時に 今日は言うんかいなあ（言うので
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しょうか）あや（あれは）。もおそお言うて 朝の挨

拶とか その時の 始めての挨拶やろなあ（でしょ

う）。そんで（それで）しょんがつん（正月に）なる

と もろもお言うて 御目出とお言う訳やかなあ（で

しょうか）もろもお言うて 入ると どおれ言うて 

受ける（受け付ける）言うて。 

もおする 四つん這いになる。（志（鵜方、神明、立神、

志島、甲賀、国府、安乗）、鈴市、安、上、阿）[会

話] うつぶいて（うつむいて）どおどせえ（四つ這

いになりなさい）言うて、こららん（子供達に）尻拭

く時ん（に）モオスル 言うて。うつぶけ（うつむ

け）言うのなあ モオセエ（しなさい）言うてなあ 

牛の事やろなあ（でしょう）四っ足ん（に）なってす

るもんでなあ（から）。 

もおそお 他家を訪ねた時の挨拶 もおす参照 

もおた 貰った。貰ろた。貰う。他から与えられて自分

の物にする。た。古語の完了の助動詞たりの連体形、

たるの転。動作作用が過去の事で有る事を表す。動作、

作用が完了した事を表す。（志（鵜方）、桑市、四、鈴

市、安、津、一、上、阿、張、名、度、伊、北）[会

話] モオタ。目がモオタ（廻った）。モオタ（貰っ

た）此れモオタ あれモオタ。おごってたんもれ（下

さい）飴の粕 たんもれで。咳止めの薬 もおて（貰

って）来てもらわなはざん（なければいけない）言う

て。モオタラ（貰ったら）言うて、あの人ん（に）モ

オタラ わしんも（私にも）くれ（下さい）言うて。

お前が モオタラ わしも（私も）もおてこかいなあ

（貰って行こうか）言うて 言うわな（言います）。

お前 モオテ来たねええ（来たのですか）わしも（私

も）モオテこおかいなあ（来ましょう）言うて。甘茶 

モオタコオ（貰いましたか）言うて  モオタガ（貰っ

た）言うて、そしたら（そうしたら）おらも（俺も）

モオテコオかいね（貰って来ようかな）言うて、よお

行くなあ（よく行きます）。お釈迦さんに 水掛けと

いて（ておいて）そして それをいれたや（入れた

ら）こんだ（今度は）違うのも入れて。四月八日の釈

迦でさえ 甘茶にのろけて 丸裸か。お釈迦さん 裸

で 俺一人言うて 立っとるやんな（立って居るでし

ょう）そすと 甘茶 皆 かけるやんな（掛けるでし

ょう）四月八日の釈迦でさえ 甘茶にのろけて 丸裸

言うて 裸になっとるもんで（ているので）言うんや

ろなあ（言うのでしょう）。モオテク（貰って行く）

モオトク（貰っておく）貰う事を そんげん言うね

（そんなに言うのです）。もおとこかいなあ そんな

きゃ（それでは）言うて。お前げ（家）も 此れ、も

て来たよってん（持って来たから）わしげ（私家）あ

んねけど（有るのだが）持て来てくれて モオトコか

いなあ、もろとこかいなあ（貰っておきましょうか）

言うて。もろてく（貰って行くも）、モオテク言うの

は 人な（が）、もてけ（持って行け）言うたら モ

オテコかいなあ（貰って行きましょうか）言うて 言

うのを、モオテク言う人な（が）おんのなあ（居るの

です）。モオトク言うのは 貰う 相手がくれる言う

のを モオテク言うて。モオトコ言うのは 自分で 

置いてあんのを（有るのを）モオトコかいなあ言うて。 

もおた 廻った 前項参照（上、阿） 

もおた 舞った 

モオタア【名詞】発動機をつけた小型の漁船。 

もおたら（係助詞）（終助詞）貰ったら。 

もおたり １）貰ったり。２）舞ったり。３）廻ったり。

すめ参照 [会話] ３）鮑やどけ（など）よけ（沢山）

おるもんで（居るので）当たると 足で踏んだりする

と きりと モオタリして それを取よおったね（取

って居ました）。 

もおたる １）貰ってやる ２）廻ってやる ３）舞っ

てやる 

もおだる 揉んでやる もおでく参照 

もおち（もうち）。もおちのきい【名詞】とりもち。樹

皮に含まれる粘着性物質。原料はもちの木、いぬつげ、

くろがねもち等が用いられる。もち黐、もち糯と同源。

もちの木、たらよう、いぬつげなど、もち木属の皮を

つき砕いて得るゴム状の粘り気の強いもの。（志（越

賀、鵜方、神明、立神、志島、甲賀、国府、安乗）桑

市、三、四、津、北、南、熊）[会話] どこの家でも 

門に モオチノキイ植えると モオチで 引っ着けて

来る言うて 縁起とって（かついで）門に モオチ植

えとるわい（植えて居ます）。モオチ とりもちの事

やね（です）。モオチ かあはんで（皮剥いで）こつ

いて 粘って来ると 水でふったると（洗ってやる

と）じっぱん（立派に）なって それを がんがん

（鑵）に、つめといて（入れておいて）つばき（唾

液）で 棒い、ねじて とんぼ 刺しん（に）いたり

（行ったり）蝉、取りん（に）いたり。 

もおちょい。もおちょいと 今少し。もっとしたら参照 

[会話] もっとしたら言うのは モオチョイトとした

ら来いまあ（来なさい）モオチョイしてから来てくれ

え（下さい）言うて。 

もおちょいとらし もう少しそれらしい、もお少しよい
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物を [用例] そげんしとらんと（そんなにして居な

くて）モオチョイトラシ事 せえまあ（しなさい）。 

もおて １）貰って。（志、鳥（加茂）、鈴市、安、津、

一、上、阿、張、名、度、北、尾）２）舞って。

（上）３）廻って（上）[会話] １）貰ろて来た言うの

を モオテ来た言うたりなあ。あの家で モオテ来た

んよお（来ました）言うてなあ。貰ろて言わんと（言

わずに）モオテ言う人な（が）有るもんなあ（有りま

す）。３）こっちゃ（こちら）から モオテケ言うて 

廻ってけ（て行け）言うのを そこ通ると 危いよっ

て（から）そっちゃ（そちら）モオテケエ（行け）言

うてなあ 廻ってけえ（行きなさい）言うのを モオ

テケ言うのなあ（です）。２）舞い 舞うのもなあ あ

の舞い モオテなあ言うてなあ 踊っとる（ている）

言う事をなあ。 

もおで 揉んで。潰して。[会話] 肩 揉んでくれ（下

さい）言うの（のを）。肩 モオデくれ（下さい）言

うてなあ 揉んでもろて（貰って）言う人も有るけど

なあ（が）肩 モオデもろて 言うて。 

もおてく １）貰って行く。もおた参照 ２）舞って行

く。３）廻って行く 

もおでく 揉んで行く。潰してしまう。[会話] モオデ

ク 揉んでく（で行く）言うのを、婆やん 肩モオデ

クわい言うて もんどいてくわい（揉んで行きます）

言うのをなあ もおどいて行くわい 言うてなあ。揉

んであげるわ言うのを モオダルワ言うて。 

もおてくる １）貰って来る ２）廻って来る 

もおてくれ 貰って下さい 

もおでくれ 揉んで下さい 

もおてけ 貰って行きなさい 

もおてこ 貰って行こう。[会話] もろて（貰って）行

きます。これ モオテコかいなあ（行きましょうか）

言うてなあ 此れ もろてこかいなあ（貰って行きま

しょうか）言やええんけど（言えばよいが）モオテコ

かいなあ（行きます）言う人な（が）おんなあ（居ま

す）。 

もおてこかいなあ。もおてこかいねえ。もおてこかいの

お 貰って行こうか。もおてく参照 [会話] 甘茶も

おたこ（貰ったか）言うて、おらも（俺も）モオテコ

カイネエ言うて。 

もおてこん 貰って行きましょう [用例] あれ モオ

テコン。 

もおとく 貰っておく。 

もおどく 揉んでおく。揉む。[会話] ちすじな（乳腺

が）止まると 白朝顔なあ モオドイて、塩で。そし

て 付けるとなあ そのちすじな（乳腺が）あいてく

んね（来るのです）。 

もおとられ １）貰っている ２）舞っている ３）廻

っている 

もおどられ 揉んでいる 

もおとる（もうとる）１）貰って居る。２）廻って居る。

３）舞って居る。[会話] １）もろとる（貰っている）

言うのを わたしゃ（私は）此れ モオトルわい（で

す）。２）目な（が）モオトル きりきりぼんぼん 目

な（が）もおて（廻って）来い言うて、忙がして忙が

してしとる（している）時もなあ 忙がして忙がして 

モオトンネない（ているのだ）てんてこまいやれ

（だ）言うてなあ、 忙がして おら（俺は）てんて

こモオトラレ（まって居ます）言う時な（が）有るわ

い（有ります）。３）踊り 踊っとんのおも（ているの

も）舞をしとる言うのを モオトル言うの（のです）。 

もおどる 揉んで居る 

もおとんね １）貰って居るのだ ２）廻って居るのだ 

３）舞って居るのだ 

もおどんね 揉んで居るのだ 

もおひき【名詞】舟上で竿を操って、藻を採集する事。

[会話] 舟ん（に）乗って さわ（竿）を、にほ（二

本）つげといてなあ（つないでおいて）捲じんの（る

のを）モオヒキや（だ）言うて。もおな（藻が）浮い

てくんね（来るのです）春ん（に）なるとなあ それ

い（へ）さわ（竿）を にほ つけて いっぽ（一

本）突っ込んどいて（でおいて）捲じといて（ておい

て）きゅっと 舟から引っ張ると よっけ（沢山）飴 

捲じたよん（ように）して 着いてくんねてや（来る

のです）それを モオヒキや（だ）言うて。 

もおひとつ（もうひとつ）今一つ。今一度。あることに

加え、さらに一つ。もひとつ。（三重県全域）[会話] 

も一つ言うのを、モオヒトツ言うね（言うのです）。

モオヒトツくれ（下さい）言うたり モオヒトツよば

よかいのお（いただきましょうか）言うたりな“げん

つ げんつ  のお げんつ わいとげ（お前の家）の

饅頭 美味かった モヒトツくれえ（下さい）のお 

げんつ”言うて。もおちょいと（少し）言う時ん

（に）モオヒトツやなあ（です）。今一つ言う時んな

あ（に）。ちょいと（少し）鈍いのも（馬鹿者も）あ

や（彼は）モオヒトツやなあ（だ）言うて、人間もそ

おやし（そうですし）仕上がりもなあ もお一息や

（だ）なあ言う時ん（に）そんな（それが）仕上がっ
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てて（てしまって）ちょいと 出来な（が）わり（悪

い）時んなあ（に）モオヒトツやなあ（だ）言うてな

あ。 

もおも（もうも）。もおもお（もうもう）【名詞】牛を言

う幼児語（鳥、桑市、員、四、鈴市、亀、安、一、松、

多、上、阿、張、度、北、熊） 

もおれん（もうれん）【名詞】亡霊。化物。もう（亡）

は呉音（志（片田、布施田）、鳥、尾）[会話] モオ

レンな（が）でんねてや（出るのだ）言うて。ばけも

んな（化物が）出る言うのを、あしこん（あすこに）

モオレンな（が）出んねてや 言うて、モオレンや

（だ）言うて。ゆうれんやとか（幽霊だとか）狐や狸

な（が）化けとんの（て居るのを）見ると、モオレン

や（だ）言うて。今しなら（今なら）狐や狸な（が）

化けとんねやれ（て居るのだ）言うけど（けれど）、

昔ゃ（は）あんだけ（あれだけ）にげな（人間が）ま

たかったんやろなあ（正直だったのでしょう）草木も

眠る 丑三つ頃ん（に）なると モオレンな（が）出

る言うて、どいらい おとしがりおったんなあ（大変

怖がって居ました）。丑三つ頃ん（に）なると 丑の

刻参り言うて すんのん（するのに）丑三つ時や

（だ）言うと どいらい 気持ちな（が）悪りかりお

った（悪かった）。丑の刻参り 黄楊の櫛くわえて 

こお 裂けたよおん（に）なるやんない（でしょう）、

それを くわえて 頭ばらいて（頭髪をさばいて）晒

し 引っ張って 宮さんへ いのりん（に）行くのな

あ（です）。いのり釘 ひとがた（人形）を、こさえ

とて（作って居て）四十九本の いのり釘打って 五

十本目は 喉を打つんてわい（打つそうです）。そん

で（それで）息が切れる（死ぬ）言うて それを 丑

三つ頃ん（に）モオレンな（が）出る言う。 

もおろく（もうろく）（耄碌）【名詞】老いて理性の失わ

れる事 

もがきじに【名詞】１）死ぬ迄働いて、老後に仕事をし

なくてすむ期間なしに死ぬこと。もがく参照 ２）苦

しみ悶えて死ぬ事 [会話] １）よお（よく）働く人な

（が）死んでくと（で行くと）、あや（彼は）モガキ

シンダんなあ（のだ）よお（よく）働いて。せんぎり

（十充）もがいて（一生懸命に働いて）モガキジニや

なあ（だ）言うて、 楽もせんと（せずに）死んでく

のを（で行くのを）モガキジニ。 

もがく【自カ五】１）必死に働く。２）騒ぐ。じたばた

する。（志（浜島））３）苦しむ。[会話] ３）おおたま

あ 腹な（が）いとおて（痛くて）モガクてやら（と

か）言うて。１）仕事すんのも（するのも）モガク言う

て いっしょけんめ（一生懸命）仕事すんのを モガ

ク。あや（彼は）もがき過ぎて 死んだねてやら 言

うて、よお（よく）働く人な（が）死んでくと（で行

くと）あや（彼は）モガキ死んだんやなあ（のだ）よ

お 働いて。よお（よく）働いて 仕事よけ（沢山）

したのおを（のを）モガク。３）苦して（苦しくて）モ

ガク言うのも有るし（有ります）。仕事して しごと

しやなあ（よく働く人だ）言うて よけ（沢山）仕事

する人は。病気でモガクのは（苦しむのは）あやまあ

（彼はもう）病気ではざんなあ（駄目だ）ずうっと 

モガイトル（て居る）言うて、苦しんどる事を モガ

ク言うの（のです）。海に溺れても 溺れて モガイ

トル（て居る）言うて、ひょおたんうきしたんてわい

（したそうだ）言うて。ぽんと 浮いとると（て居る

と）溺ぶれて（溺ぼれて）ひょおたんうきしとた（し

て居た）言うやんかい（言います）。息な（が）切れ

や（切れれば）とごってくのやけど（沈んで行くが）

息な（が）有るうち（間）浮いとて（て居て）おぶれ

て ひょおたんうきしとる（している）言うて。とご

ってくと（沈んで行くと）はざねけど（いけないが）

ひょおたんうきしとる時は 意識な（が）有るのなあ 

まだたすかんね（助かるのです）。 

もがつく １）食物が喉を通らなくて、口の中でもがも

がしている。（阿、張）２）食物に水分が少なく、飲

み込むのが困難である。３）胃の附近が不快だ [会

話] ３）いいな（胃が）モガツク言うて、よお言うや

んかい（よく言います）。食い過ぎるとなあ いいな

（胃が）もごもごして言うてなあ。畑い（へ）うぐろ

な（土竜が）麦 播いて有る畝を 土 ほおとんのを

なあ（這って居るのを）上から見ると もごもごして

来るとなあ ひし（銛）で じゃんと 突きん（に）

行きおったの（行って居たのです）。うぐろ 突きん

（に）行こや（行きましょう）言うて。行くと わが

と（もぐらは）底 ほおとんねけどなあ（這っている

のだが）麦な（が）こおこおいごくんてや（動くので

す）こっちゃから（彼から）行くと はざんね（駄目

なのです）むこお（前から）から 一人歩いて来て 

ほおてく（這って行く）先を 踏んでくんの（来るの

です）。そおしといてなあ（ておいて）こっちゃから

（こちらから）踏んで もこっとして来たとこ（所）

ひし（銛）で じゃんと 突いてなあ よお（よく）

うぐろ突きんきおった（に行きました）。 

もがもが【副詞】１）うまく言葉にならず、口だけ動か
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すさま。もぐもぐに同じ。２）もがる。苦しがると同

じ。不快だ。[会話] ２）むしな（虫が）モガモガする。

胸な（が）モガモガする言うて。胸苦しなって来た時

ん（に）。そして こわいもん（硬い物）喰うたり

（食べたり）すると 胃な（が）はったよおん（に）

しとると（して居ると）胃な（が）モガモガして よ

お言うやんかな（よく言います）。１）口一杯 物入れ

て ほがやしよおせんと（口が動かせないと）モガモ

ガ もごもごさせとんね（させて居るのだ）言うて、

口一杯入れて ほがやしよおせんで（出来なくて）も

のよお言わん（言えない）よおん（に）しとんのな

（して居るのが）有るやんかい（有ります）。 

もがもがする １）胃が不快だ。２）腹が立つ。（南）

[会話] １）いいな（胃が）モガモガシテ、しぇんしえ

（先生）はざんわい（いけません）ちょいと（少し）

食い過ぎたんかして（のか）言うて。 

もがりつく 集まる 群をなす もがる参照 

もがる【他ラ五】１）むかむかする。苦しがる。（志

（布施田））２）強請する。さからう。言いがかりを

つけて金品をゆする。（志（鵜方、神明、立神、志島、

甲賀、国府、安乗）、一）３）群をなして居る。より

集まる。（北、尾）[会話] ３）モガリツイテキタ言う

時もあんなあ（有ります）。モガレツイトンネ（つい

て居る）言うて 群がってくんのを（来るのを）。た

かって来ると（寄り集まって来ると）モガレツイトル

やんか（て居るでないか）言うて、たかる言うのは 

寄り集まっとる（て居る）。寄り集まって ひとつの

のおに 塊まって モガリツイトル、むしりついとる

やら（ているとか）言うて。むしりついて来た言うて。 

もぎる【動詞】１）空腹である。（志（布施田）） ２）

人の言に反対する。（志（立神、甲賀）、鳥、度、北）

[会話] １）虫な（が）モギル言うて、腹な（が）へっ

て 虫な（が）モギッタよお言うて。なんやら（何

か）此処らな（上腹部）して来て そいな時なあ（そ

んな時に）虫がモギル言うて。おなかが空ききってた

（て行った）時、虫な（が）モギッテ きゅうきゅう

言うた 言うて、虫な きゅうきゅう言うて来る時な

（が）有るやんかい（有ります）。モギッテクと（て

行くと）痛いでもなしん（なくて）もごもごしたよお

な 気持ちな（が）わり（悪い）。 

もぐ（捥）【他ガ五】ねじり取る。折る。もじく参照。

[会話] 枝をモグ。かあ（皮）をモグ。その杉の皮も 

もんどけ（でおけ）言うて。枝の こおして来ると

（茂って来ると）その枝もんだれまあ（もいでやりな

さい）邪魔ん（に）なんのん（なるのに）、枝裂く事

を 枝 もんだれまあ言うしなあ（言います）。木の

かあ（皮）むくのも もんだれ言うやんか（言いま

す）。枝を拂うのも 枝まあ しとばか（少し）はろ

たれ（拂ってやれ）言うのを きれもん（刃物）です

る時は きったれ（てやれ）言うけど（けれど）、枝 

もんだれ言う時は 手でへしょったり（折ったり）さ

いたり（裂いたり）する時は もんだれ言うて。 

もくず【名詞】海藻。もずくに同じ。 

もくたんし（木炭紙）【名詞】画用紙。下絵は木炭で描

く事からか せえしょがみ参照 [会話] 図画 描く

時は モクタンシ 買わなはざん（なければいけな

い）言うて。 

もぐらかす 頭をつかんで水の中に突っ込む。もぐらす 

[会話] モグラカシテクレ言よおったやんかい（言っ

て居たで有りませんか）そこいりすんのを（潜水する

のを）底い（へ）よおもぐらんもんで（もぐれないの

で）モグラカシテクレエ（下さい）言うて、始め 尻

かえしても（潜っても）稽古の時は 尻な（が）浮い

て来て もぐってかれやへんのやんかい（もぐって行

けないのです）。そこいりすんのん（潜水するのに）

よお行かんもんで（行けないので）尻な（が）浮いて

来て じっきん（すぐに）ひとりで（自然に）あがっ

て来て（浮き上がっ来て）なれると 底いて（行っ

て）海ほおとても（這って居ても）なんも（全く）尻

な（が）浮いて来やへん（来ません）。底むいて（向

って）よお行かんのなあ こつが判らへんのなあ（判

らないのです）。 

もぐり（潜）【名詞】１）潜水夫。（志（布施田）、尾）

２）不許可営業、又それをする人。（志（布施田））

[会話] ２）養殖屋（真珠養殖業者）も モグリや

（だ）言いおったやんない（言って居たでしょう）。

内緒で 許可もらわんと（貰わずに）さしてもおとん

のを（させてもらって居るのを）モグリや（だ）言う

て。１）潜水夫でも モグリや言うて あんな（あれ

が）ほんと（本当）の、モグリで。 

もぐる（潜）【自ラ五】１）物の中や下に入り込む。中

に入って隠れる。２）水中に入いる。（志、鳥）[会

話] ２）磯人な（海女が）かづくのおを（のを）モグ

ル言うてなあ、モグル言うて 他処の人らは言うし 

此処らは かづく。ひとかづき（一潜り）いてこおん

（行って来ましょう）言うて モグリん（に）行くの

をなあ。 

もくろみ（目論）【名詞】計画 意向 特に悪企み 
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もくろむ（目論）【他マ五】計画する 企てる 

もくろんどる 計画して居る 企てて居る [用例] あ

んな なん（彼が何を）モクロンドルやら（か）わか

ろかれ（判らない）。 

もげてく １）離れ落ちていく ２）剥げて行く 

もげてた。もげてたれ。もげてたわな（女性語）。もげ

てたわれ １）離れ落ちた ２）剥げていった 

もげる（捥）【自カ下一】１）ちぎれて離れ落ちる。破

れる。２）皮などが剥れる。むける。[会話] １）きも

ん（着物）もなんも モゲラレ（る）。破ったる（て

やる）事を おっちゃく（横着）して、 そげん（そ

んなに）したら、きもんな（が）モゲラレ ズボンの

尻も モゲテカレ（て行く）言うて。子供らな（が）

滑ったりすると ズボンの尻な（が）いたむとやら

（とか）すねな（膝が）モゲルてやら（とか）言うて、

おっちゃくして来ると モンデクンネ（来るのだ）お

とっしゃ（嫌だ）言うて。ぐちゃぐちゃん（に）なっ

て むけてくの（むけて行くのを）破れてくの 着る

もんな（物が）破れんの（るのを）モゲテタレ（行っ

た）。おっちゃくするもんで（ので）言うたり、２）手

のかあ（皮）が、むけて 手のかあな モゲテタレ

（行った）言う時も有るし。なんやかや、きさいても

（破っても）モゲテ来たやんか（でないか）言う時も

有るけど（有ります）。指の先 親不孝の時 さかも

げな（が）よお出来よおったけど（よく出来て居た

が）今しは なんも（少しも）出来んで（出来なく

て）。痛いんなあ（のです）あの さかもげは 親不

孝やよってん（だから）言うて。 

もさ 一塊になった状態。まめぐる参照（志（布施

田））[会話] モサ言うなだ（のは）、ひともちん（一

餅、塊に）なっとる（なっている）塊っとる ことを 

まるけたたよおん（丸めてやったように）しとんのお

を（しているのを）モサん（に）なっとんない（なっ

ている）。 

もさ（猛者）【名詞】力の強い人 体力の勝れて居る人

モウサ（猛者）の略転（大言海） 

もさくさ【副詞】１）行動などがのろいさま。仕事など

が渉らないさま。２）不必要によく動くさま 落ちつ

いていない様 [会話] ２）よけ（あまり）モサクサす

んなまあ（するな）言うて、いごくとなあ（動くと）

布団の中い こらら（子供）寝やすと（さすと）いご

いてばっか（動いてばかり）おってなあ（居て）よけ 

モサクサすんなまあ 言うて、よお（よく）わるいお

ったやんかい（叱って居たで有りませんか）。１）仕事

な（が）てのろい（遅い）言うん（の）か モサモサ

しとる とか、モサクサしとる（している）とか の

ろのろしとんのをなあ（しているのを）モサクサとま

あ 仕事な（が）一つも 渉どらん にげやなあ（人

間だ）言うて、ごてごてしとる（している）言うのを

なあ。モサクサばっかしとて（ばかりしていて）仕事

もがいん（あまり）だんどりな（用意が）わりいて

（悪くて）言うて、そいん（そんなに）モサクサしと

らんと（していなくて）だんどりせえ（準備しなさ

い）言うてなあ。 

もさっと【副詞】１）ぼんやりして気が利かないさま。 

２）洗練されていなくて野暮ったいさま。[会話] １）

うとおみたよん（気の抜けたように）しとんの（して

いるのを）モサットしとんの あや（彼は）ぼさやな

あ（だ）言うてな、仕事しても 才智（利発）なにげ

（人間）なら これしといて（しておいて）あれして

言うて だんどりすんのん（準備するのに）気な

（が）無いもん（者）は 一つしたると（してしまう

と）こんだ（今度は）なん（何）しょおかいなあ

（か）おもて（思って）ぼさっとしとんのなあ そい

なのおを（そんなのを）モサットしとる（している）

言うて。 

もざめ【名詞】どちざめ どえ参照（津） 

もさんなっとる 一塊になって居る もさ参照 

もじいたた 捥いでしまった 

もじいたる もいでやる。捥いでやる。ねじり取る。

[会話] モジイタル、たら（とか）チギッタル、たら 

言うて ちぎって来る言うのを もじいて来る言うの

（のです）。なすび（茄子）もじいて来い、胡瓜 も

じいて来い言うて、吊がっとるもん（ている物）を 

とんのなあ（取るのを）モジイタル言うの（のです）。

子供ら 怒る時ん（に）もじいたろか（てやろうか）

言うて。 

もじいてこい 捥いで来い 

もしかして 物事を仮定して言う語。万一。ひょっとし

て。[会話] モシカシテなあ こんな（これが）切れ

たら  なとすんねど（なんとするのだ）危いとこ

（所）いとてなあ（行っていて）モシカシテ  落ちた

ら ひまのかあやれ（大変だ）言うて 万一言う事や

なあ（です）。 

もじく もぎとる。ねじるようにして取る。強引に奪い

とる。もぐ。無理にひねって本体から離す。（志（浜

島、布施田、鵜方、神明、立神、志島、甲賀、国府、

安乗）、鳥（加茂）、津、一、松、多、度、伊、北、
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尾）[会話] なすび（茄子）モジク、胡瓜 モジク。

豆 モジコやんかれ（もじきましょう）言うて。柿も

あかろで来た（熟して来た）ひとばか（少し）モジイ

テコイ、蜜柑 モジイテコイ言うて。小豆 モジキん

（に）行くね（行くのだ）言うて、朝 はよ（早く）

から。一番あたらん（夜明けに）なると 朝露のうち

ん（間に）モジイテこな（来なければ）はっしゃんで

来ると（乾いて来ると）皆 はじけてかれ（て行く）

言うて。朝 早よお（早く）日も照ってこんうちん

（来ない間に）モジキん（に）行きおったわい（行っ

て居ました）。いっさや（五莢）むうさや（六莢）つ 

根元な（が）あからんで（熟して）来ると あんまり

（あまり）あかろましたると（熟させてしまうと）は

しれてくやんかい（はじけて行くのです）そやもんで

（それで）はしらかしたらんうちん（弾けさせない間

に）それ モジイテくんのや（来るのです）。朝の露

の しめっとるうちん（て居る間に）行くと 割れて

かへんねやけど（行かないが）照って来たら みんな

（皆）みい（実）が はじけてくんやんかい。そやも

んで（それで）朝よさ（夜）小豆モジキん（に）行き

おったなあ（居ました）。日中は、はじけてて（て行

って）はざんわれ（駄目だ）言うて あからんで 来

ると みんな（全部）引いて来て 家でむしんねてや

（むしるのです）。モジク言う時は 手でひねって 

モジイてくんねやんかい（来るのです）。 

もじける【動詞】もげる。果実などが成熟して自然に落

ちる。もぎとれる。[会話] みご言うな（のは）藁の

先に ほお（穂）に なんのに（なるのに）節な

（が）有って こくと（脱穀すると）節な（が）モジ

ケルのな（のが）あるわい（有ります）。 

もじゃこ（藻雑魚）【名詞】鰤やかんぱちなどのごく小

さい物。流れ藻の中で育つ、（北、南）[会話] よお

（よく）モジャコ すくりん（に）いとたやんかな

（行って居たで有りませんか）漁師の人な（が）、じ

ゃこ掬くりん（に）行く言うて。もお（藻）のもとや

（とか）浮いとるとこん（て居る所に）ちっちゃあい

（小さい）ぱちぱちすんのな（するのが）それを  え

さ（餌）にすんのん（するのに）よお 掬りん（に）

行きおったなあ（行って居ました）。 

もしゃもしゃ【副詞】１）よく茂った様子。もじゃもじ

ゃ。毛髭などが見苦しい程、密生して居る状態。 

２）じっとして居ないさま。[会話] ２）よお（よく）

てえ（手）いごかして（動かせて）すんのを（するの

を）モシャモシャやなあ（だ）言うて。モシャモシャ

と よお 働いてとか 一緒ん（に）おって（居て）

モシャモシャすると（もぞもぞすると）よけ（あま

り）モシャモシャすんなまあ（するな）言うて。１）草

や（とか）なんや（なにか）茂っとんのおも（て居る

のも）モシャモシャしとる（して居る）もやもや生え

とる（て居る）とか言うなあ（言います）。もやもや

言うて 一つん（に）かたまっとると（かたまって居

ると）。頭の髪も モシャモシャん（に）して言うて 

まつなかしとると（こんがらがって居ると）モシャモ

シャん（に）してまあ言うて。 

もしょもしょ【副詞】【名詞】落ち付きの無い様、又そ

の人。 

もじら【名詞】藻について居る小さな生物。もいら、い

ら、クラゲを言う [会話] モジラん（に）刺されて 

ひらたいて（ひりひりする）痛とおて（たくて）やめ

んね（痛むのです）。もお（藻）の中ん（に）あんで

（あれで）虫みたいん（のように）ひっついとんねな

あ（て居ます）。なんやら わしゃわしゃしとんのな

（して居るのが）有って それへ 当ったると（てや

ると）刺されて 苛々すんのなあ（するのです）。他

のもんみたいん（物のように）あんまり（あまり）や

めはしやしぇんけど（痛まないが）苛々すんのなあ

（するのです）。モジラ言うのは 藻に 髭みたいん

（のように）ちっちゃあいこおな（小さい子が）生え

とんねてや（生えて居るのです）それへ 当ったると

（てやると）いらいらすんのなあ。 

もじり【名詞】繭をかける藁の棚。[会話] 蚕 飼う家

ゃ（は）モジリよっけ（沢山）蚕の上ん（に）まいて 

それい（それへ）蚕な（が）昇って 繭を モジリい

（へ）すんねやんかい（するのです）。 

もじる（捩）【他ラ五】曲げる。ひねる。反対する。文

句を言う。（阿）[会話] 人の言う事 なんでも（何

でも）モジルやら（とか）、モギルとか言うて。こお

こおや（だ）言うと そや、そおやないね（それはそ

うでないのだ）こおやに（こうだ）言うのを モジル

言うて、人の言う事  なんでも あげん（あんなに）

モギル言うて。反対言うか 承知しやへん（しない）

言うんか（言うのか）なんでも人の言う事 モギラな

はざんね（なければいけないのだ）言うて。そやこお

やない（それはこうでない）ああやない言うて、一つ

ごっとん（ごとに）反対すんのなあ（するのです）。 

もずく（もづく）【名詞】 褐藻類モズク科の海藻。ホン

ダワラ、ツルモなど大形の海藻に着生する。葉状体は

粘質の糸状、不規則に分岐し、樹枝状を呈し、長さ３
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０ｃｍ以上に達する。全体暗褐色、先端に近ずくにつ

れ淡褐色になる。食用。（志、員、鈴市、南）[会話] 

もおえ（藻に）つく モズク。もお（藻）の先い

（へ）ついとんな（ているのは）モズク。あれ酢だま

りで 食うと 美味いのなあ（のです）。モズク採り

ん（に）行くね（行くのだ）言うて 浦の人ら よお

（よく）採りん（に）いて、くれるわい（行って、く

れます）。モズク言う人と モゾク言う人 モドク言

う人もあんなあ（有ります）モズクな（が）ほんとや

ろなあ（本当でしょう）。 

もぞ【名詞】あばた。疱瘡のあと。 

もぞ 愚図 [会話] モゾ言うて 愚図々々しとる（し

ている）人を、モゾモゾばっか（ばかり）して言うて

なあ もどもど言う人も有るし 一つも（少しも）仕

事な（が）捗どらせんのをなあ（ないのを）。もの言

うても 仕事しても まあ はきはきと よおせんし

と（出来ない人）を あや（彼は）モゾモゾやどお

（だ）言うてなあ。 

もぞ（係助詞）体言について上の語を強調する。ひげモ

ゾ。 

もぞく【名詞】海藻、もずくに同じ。 

もそくそ【副詞】動作の緩慢なさま（志（神明、立神、

国府）） 

もそっと【副詞】愚鈍なさま 動作の鈍いさま はっき

りしない様 

もそもそ【副詞】動作の緩慢なさま。てきぱきしないさ

ま。（志（布施田、鵜方、神明、甲賀）、張、阿、度） 

もたぐ【他ガ下一】持ち上げる 首を上げる。持ち上ぐ

の約（大言海） 

もたげる【他ガ下一】持ち上げる（志（布施田）、鳥、

（相差））[会話] 持ち上げる事を もちゃげる、モ

タゲル言うてなあ。おらんかか（俺の妻）短気や

（だ）てんじょ（天井）迄 モタゲル言うてなあ。ま

あ 豆な（が）鉈かづいて（芽を出して）もちゃげて

来たんよお（来ました）言うて 首 にょこんと出し

て来るとなあ。 

もたしかける【他カ下一】もたせかける。しっかりした

物によりかからせて立てる。[会話] 竹でも きい

（木）でも 寝やしておくの（横にしておくのを、寝

させておくのを）モタシカケル。モタシカケトケ（て

おけ）其処らい（へ）言うて。どて（土堤）へ モタ

ラカシトケ（もたせかけておけ）言うて。なるやとか

（丸太だとか）杭や 竹やとか 言うのな（が）有る

と その どてい（へ）モタラカシトケ（ておけ）言

うて。モタシカケルのも モタラカスのも 一緒の意

味や（です）。 

もたしかけとけ。もたしとけ 立て掛けておきなさい 

もたしかける 参照 

もたしとけ 持たせておけ 

もたす【他サ下一】１）保たせる。永く使用する。 

２）立てかける。もたせかける。（北）３）殊更にも

ったいぶる。[会話] ２）モタス言うて なんか有るの

へ 立てとけ言うの（のです）。立てんのは（るの

は）立てとけ（ておけ）言うし、寝やす（寝さす）の

は モタシとけ（ておけ）言うて もたらかすも 一

緒や（です）。ちょいと（少し）モタシとけ 言うて、

横ん（に）して 寝やす時ゃ（は）モタシとけ。１）長

持ちさせる そげん（そんなに）水い（へ）つけとい

たら（ておいたら）じっきん（すぐに）腐ってかれ

（て行く）、あげて 干しとかな（ておかなければ）

言うて。物を丁寧にすんのなあ（するのを）。その時

に 長い事モタス 長持ちさする（させる）言うて。

３）勿体ぶって 教えてくれやせん（くれない）そいな

（そんな）時も 勿体ぶって モタス。きもちして

（期待させて）言うて きもたしする（期待させる）

言う事やわい（です）勿体ぶって 教せてくれやせん

（教えてくれない）とか。 

もたせん １）保てない ２）耐えられない ３）持た

ない もたん参照 

もたせんわ。もたせんわい。もたせんわな（女性語）。

もたせんわれ １）持たない ２）保たない ３）耐

えられない 

もたつく【自カ五】１）愚図愚図している ２）はかど

らない 

もたもた【副詞】まごまごするさま。動作の鈍いさま  

（志（布施田）） 

もたらかす もたしかけると同意。参照 

もたらかしとけ 立て掛けておけ もたしかける 参照 

もたらす【他サ五】持って来る 与える 与えられる 

もたらす 立てかける 他の物に寄り掛からす もたし

かける もたらかす 

もたれ【名詞】１）前座 公演の主役の前に出るもの  

（志（布施田））２）前口上 

もたれかかる【自ラ五】１）寄り掛る ２）依存する 

他人に頼る ３）倒れかかる 

もたれる【自ラ下一】１）寄り掛かる。２）胃が張って

いやな感じがする。[会話] １）椅子にモタレルとか 

２）喰うもん（物）喰うて モタレル言う時も有るし。
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人に モタレカカッテ来たてやら（とか）なんでも 

そやれまあ（それ）もたれて来たれ（来た、倒れて来

た）えごっと（完全に）突っぱっとけ（ておけ）言う

時も有るし（有ります）。モタレル言うのは 物に 

よりかかる時と、２）喰うもん（物）団子 よか（沢

山）喰うたや（食べたら）もたれて 胃な（が）わり

（悪い）とか、芋 よけ 喰うて もたれたとか 喰

い過ぎる時を モタレル言うんやろ（言うのでしょ

う）。 

もたん １）耐えられない。やりきれない。保てない。

（松、多、北、尾）２）持たない ３）死に頻して居

る、死にそうだ、死ぬだろう [会話] ３）まあ こや

モタンわれ（此れはもたない）言うななあ（言うの

は）病気しとても（していても）死んでく（で行く）

言う事なあ（です）。助からせんわ（ない）言う時ん

（に）まあ こや（これは）モタセンワ（もちませ

ん）。１）なんやかや 引っ張っても 綱な（が）弱い

のお（のを）引っ張ると こや 綱な（が）モタセン

ワレ（もたない）もおちいと（もう少し）いかつい

（強い）のせな（しなければ）言う時 モタン。２）物

を 持っとらせん（持って居ない）のを モタン言う

し、あんた（貴方）財布持っとるかい（持って居ます

か）なんも（なにも）持っとらせん 言うたり。仕事

な（が）えろおて（大変で）体な（が）モタン言うて、

かかな（妻が）よけ（あまり）せせんので（性交を求

めるので）おや（俺は）体な（が）モタンワレ 言う

て。ととな（夫が）夜がな夜中（一晩中）せせんので 

体な（が）モタン言うて 言うやんかい（言います）。

こえ（肥）モタンかれ（持ちなさい）言うて 肥 モ

タンと（持たずに）なんどお（なんだ）言うて。芋、

担うのでも 芋、持ちん（に）行かな（なければ）言

うて 芋もモタンと 皆 遊びん（に）いて（行っ

て）言うて。 

もたんと 持たずに。[会話] つり（釣り銭）も モタ

ントいて（行って）言うて。 

もち【名詞】米飯を丸めた物。団子。にぎり飯。[会話] 

力日待ちやよってん（力のつくように願うだから）言

うて 小豆をつけたモチを 御供えにして みんな

（皆）に 食べてもろて（もらって）。 

もち（持）【名詞】１）受持 負担 ２）自分の受持つ

仕事 負担すべき金銭、或は仕事 

もち １）長持ちする、腹のモチが違う ２）使用する

期間 

もちああせ【名詞】もちあわせに同じ 

もちあみ（餅網）【名詞】餅を焼く時に使用する金網。

魚などを焼くのを使用すると臭いが移るので別にする 

もちあわしとる 持って居る 

もちあわせ（もちあはせ）（持合）【名詞】現在持って居

る物 特に金銭 

もちあわせなない 現在持って居ない 

もちうり（持売）【名詞】娘の嫁入り先を探すこと。も

ちまあり参照 [会話] 娘 モチウリ言うて わしげ

（私の家）ええ（よい）娘な（が）あんね（有るので

す）もおてくれ（貰って下さい）、もおてくれ言うて 

何処い（へ）でも言うてくの（言っていくのを）。 

もちおもみ。もちおもり（持重）【名詞】１）持ち初め

はさほど感じないのに、持っている間に次第にその重

さを感じるようになること。持っている間に疲れて重

く感じること。（上、名）２）見た感じより重い事 

もちがし（もちぐゎし）。もちがしん（餅菓子）【名詞】

糯米を原料として作った菓子。（南）[会話] 餅で搗

いたのおを（のを）モチガシ言うねやろなあ（言うの

でしょう）。餅ん（に）餡な（が）いっとると（入っ

ていると）モチガシやなあ（だ）言うて、なんやら

（なにか）ねっちりしたのおな（のが）有るやんかい

（有ります）。 

もちきれん 持てない 辛抱出来ない（志（布施田）） 

もちこたえ（もちこたへ）（持堪）【名詞】持ちこたえる

こと。耐えること。外力に耐える力。[会話] モチコ

タエたか言うて しんしょななあ（財産が）くだって

く（下っていく）時ん（に）いっしょけめ（一生懸

命）かせんで（稼いで）たそく（補助）して あの家

も モチコタエタかして（とみえて）借金も いやし

たなあ（返した）言うて。病気の時でもなあ まあ 

死んでく（で行く）言うたのおな（のが）死んでかん

と（で行かずに）よお（よく）なって来ると まあ 

モチコタエタなあ あのひた（人は）言うし。そして 

なんでも（なにでも）壊れてく（ていく）よおなのお

ななあ（のが）直すと そんでも（それでも）あんだ

け（あれだけ）したら モチコタエタない（です）言

うて。物な（が）倒れて来た時ん（に）つっぱったる

となあ（支えてやると）かいってきそおん（倒れて来

そうに）しとたや（していたら）モチコタエタない 

つっぱったや（支えたら）言うて、はっぱり（支柱）

こおたると（与えると）。 

もちごめ（餅米）【名詞】澱粉の主成分。アミロペクチ

ンだけからなる米。うるち米より粘度が高く、餅、赤

飯、菓子、米粉の材料になる。（志、鳥、桑市、四、
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鈴市、亀、一、松、上、阿、度、伊、北、尾、南、

熊）[会話] もちまいの事 モチゴメ。杵は私の も

ちまい（持前）よ言うて 男は杵 もちまい（持ち

物）。モチマイ 搗いてもろて（貰って）ま しょん

がつな（正月が）くんねよって（来るのだから）言う

て。 

もちだし（持出）【名詞】余分の支出。収入より支出の

多い事。[会話] さがりで モチダシや（だ）言うて。

赤字な（が）出ると モチダシや 言うて。わがとな

（自分の）懐から出すのを モチダシ。まあ（もう）

さがりな（が）いて（行って）モチダシやどお（だ）

言うて よお言うやんかい（よく言います）。さがり

言うて 仙太舟で さがりこぎな（だ）言うな（の

は）、かと船い（鰹舟へ）乗ったり 海女いたり（行

ったり）すんのも（するのも）、先い（前もってへ）

てきん（手金）言うて 先金貰うのなあ（です）。そ

れを  もろても 五十円もろても（貰っても）その年 

五十円な（の）事 よおせんで（よくしなくて）二十

円 親方ん（に）借りん（に）なんね（なるのです）。

それを さがり言うて、その さがりな（が）いて

（出来て）モチダシや（だ）言うて。じぇん（銭）を

出すのを そいなのおを（そんなのを）モチダシ。 

もちで １）持つのに力が必要である。重い。２）量が

多い。[会話] ２）モチデな（が）有るとか、無いとか。

モチデな（が）あんなあ（有る）言うて なんやかや

（いろいろ）よけ（沢山）有ると、荒布や（とか）も

お（藻）でもなあ にえじた（下積）娘のこおんくれ

（子にやれ）言うてなあ。うわつら（表面）持つ時ゃ

（は）ごいごい（急激に）減ってくんけど（行くのだ

が）底ん（に）なって来るとなあ うなし（同じ）程

あんね（有るのです）おおた モチデな（が）あんな

あ（有る）いくら持っても 減ってかせんない（て行

かない）言うて。はんでも（剥いでも）はんでも か

っとお（堅く）しまっとて（しまっていて）まあ 一

荷で ええなあ（よい）おもとても（思っていても）

一荷で よお持たんで（持てなくて）また持つと お

おた どいらい（大変）モチデな（が）あんなあ 言

うて よお言うわい（よく言います）。 

もちなええ １）長持ちする。長期間使用に耐える。  

（鳥（答志））２）丈夫である、頑丈である [会話] 

１）モチナ エエナア言うて。ちんちん炭（堅炭）いけ

ると 火もちな（が）ええなあ（よい）言うてなあ。

宵にいけると 朝もまだ こんこんしとてなあ（して

いて）いまめや（とか）樫の炭は モチナエエ言うて。

ひい（火）継ぐ言うて 火種を かったい（堅炭）の

をなあ おつごも（大晦日）水あげてから（供えてか

ら）いけとくと（ておくと）朝迄 ひいな（火が）こ

んこんしとるやんない（しているでしょう）まだ。そ

れ ひいつぐ言うて 火種を そげんしいおった（そ

んなにしました）。きもん（着物）でも おおた 此

のきまん（着物は）松阪縞でいかつうて（強くて）モ

チナエエなあ言うて。モチナエエナア言うて 強い言

う事をなあ。こや（これは）モチナエエねなあ（の

だ）言うやんかい（言います）。丈夫にして有ると 

こや（これは）モチナエエんなあ（のだ）言うて、大

工な（の）仕事でも てえねん（丁寧）になあ 閂入

れたり ぬき（閂）入れたりして有ると どいらい

（大変）てえね して有って モチナエエワ 此の家

ゃ（は）言うやんかい（言います）。 

もちなおす（もちなほす）【自サ五】 病気が快方にに向

かう。よい方に向かう。もとの状態になる。[会話] 

あのひた（人は）具合な（が）悪りかったのん（に）

よお（よく）なって来た言うのを モチナオシタふう

やなあ（様だ）言うやんかい（言います）。ちょいと

（少し）よおなって来ると（よくなって来ると）はざ

ん（駄目だ）どいらい（大変）むつかしなあ言うとん

のを（言って居るのを）よお なって来ると モチナ

オシタ 持ちなおったんてわい（持ちなおったそう

だ）とか。ひより（日和、天候）でも 今日は曇って

雨や（だ）おもとたや（思って居たら）晴ん（に）な

って来ると 今日は モチナオシタナア言うて そい

な（そんな）時も言うなあ（言います）。なんでも 

悪りもんが（悪い物が）ええほうへな（よい方へする

と）モチナオス言うて。 

もちなおった １）元気を快復した ２）よい方に向っ

た（天候等） 

もちなおる 快復するを言う １）病気 ２）天候 

もちなわり 長持ちしない 

もちになる 一塊りになる。 

もちになっとる 一塊りになって居る。喧嘩して取り組

んでいる。[会話] ぐちゃぐちゃん（に）なっとると

（なっていると）まつのっとる（纏まっている）とか 

モチニナットル（ている）とか言うて。 

もちね（糯）【名詞】餅米。もちよねの略。もちごめに

同じ（志（布施田、鵜方、神明、立神、甲賀、国府）、

鳥、伊、度） 

もちのくい 持ちぬくい。持ちにくい。持つのが困難で

ある。[会話] 重荷は おもたなりん（に）平均でえ
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えねけど（よいのだが）、片荷は 前い（に）やや

（やれば）前な（が）つかえるし こっちゃ（後ろ

へ）ひっぱや（引っ張れば）後な（が）かあるう（軽

く）なってくるし どいらい（大変）モチノクイネ。 

もちはだ（餅肌）【名詞】餅のように皮膚の滑らかな事。

滑らかな肌。[会話] 餅のよん（ように）肌な（が）

ええのを（よいのを）モチハダ言うね（のです）。わ

しらんなあ（私ののは）鮫肌 おらんな（俺のは）と

りはだ。とりげだって来て言うやんかい（言います）。

とりげだつ言うな（のは）あらくたあい（荒い）肌ん

のおを（ののを）とりはだ言うて、とりはだな（が）

立つ言う（言います）。搗きたての 餅のよん（よう

に）肌な（が）すべすべしとんのを（して居るのを）

モチハダ言うの（のです）。おなご（女）らな（が）

よお（よく）肥えとると（て居ると）下腹出して来る

と しいろおしとて（白くして居て）おやまさん（女

郎）の モチハダや（です）。 

もちぶん（持分）【名詞】得手。不得手。持って居る性

質。さいばこ参照 [会話] にげ（人間）の モチブ

ンで 上手下手な（が）あって。 

もちぶん（持分）【名詞】各人の所有する量、仕事 

もちまあり（もちまわり、もちまはり）（持回）【名詞】

１）順送り。２）直接言わずに遠まわしにものを言う。

勿体ぶって言う。[会話] １）モチマアリ言うな（の

は）あっちゃい、もてき（あちらへ持って行き）、こ

っちゃい、もてき（こちらへ持って行き）なんやかや 

モチマアッテ言うて。隣の方や（とか）歩いて 持っ

て、くれん（に）いたりすんのを（いったりするの

を）モチマアッテ、くれまあるたら（とか）。なんや

かやでも（何でも）家い（へ）置いときゃええのん

（ておけばよいのに）ほしなめるよん（見せびらかす

ように）モチマアル言うて わが家ばっか（自分の所

ばかり）有りそおん（有るように）言うて。 

もちまい 餅米。ただまい参照（志、鳥、桑郡、津、安、

一、多、度、北、尾、南、熊）[会話] モチマイ言う

のは 餅ん（に）搗いたり あられん（に）したりす

るもんで（ので）もちね 言う。 

もちまい。もちまえ（もちまへ）（持前）【名詞】持ち分 

もちまき（餅撒き）【名詞】上棟式、進水式などで餅を

播く事。（南、熊）[会話] モチマキ 棟上げやとか

（だとか）初午やとか（だとか）じんじ（祭り）や 

船おろし（進水式）や あいな時（あんな時）モチマ

キや（だ）言うて。餅 撒いたりすんのなあ（するの

を）。モチマキやてわい（だそうだ）今日は 拾いん

（に）行こやんか（行きましょう）言うて。祝い事の

時ん（に）初午や 棟上げや 船おろしや言うて、初

午は厄な（が）落ちるよおん（に）言うて 今しゃ

（今は）しなもん（品物）で お金やなんや 撒くけ

ど（が）昔ゃ（は）餅、搗いて撒きおったわい（撒い

て居ました）。 

もちもかたげもならん どうにもこうにも取り扱いかね

る。持て余す。（志（布施田、鵜方、立神、志島、甲

賀、国府））[会話] まあ おもとおて（重くて）モ

チモカタゲモ デキヤセンワレ（出来ない）言う（言

います）。此れ いごかす（動かす）と うちゃれて

くので（壊れて行くので）モチモカタギモ デキヤセ

ンワレ 言う時も有るし（有ります）。うちゃれかけ

とるもんで（壊れかかっているので）それ いごかす

と うちゃれてくもんで モチモカタゲモ デキヤセ

ンワレ こんなり（此のまま）置いとくこた（ておく

事は）知らず言うて。なっともかっとも（何とも彼と

も、どうにもこうにも、如何んとも）出来やせん 時

な（が）有るやんかな（有ります）。もちゃ（持て

ば）砕けてくし（て行くし）。手でも 足でも いろ

われやせん（触れない）モチモカタゲモナラン。 

もちもち【副詞】１）食物に粘り気があって美味い。 

２）肉づきが豊かなさま。むっちりと肥えたさま。 

もちもどす １）持って行った物を持ち帰る（志（布施

田）２）前の状態になる。病気、天候などが回復する。 

もちもん（持物）【名詞】１）男女とも性器。２）持っ

て居る物 [会話] ２）モチモン言うな（のは）人な

（が）もて来ると（持って来ると）あの人な（の）モ

チモンな（が）多いよお みよまあ（見なさい）、此

れも提げ あれも提げ あげん（あんなに）モチモン

持って 何処いくんやかなあ（行くのだろうか）言う

て。１）道具（性器）でも モチモン。男のモチモン 

あのモチモン おっきい（大きい）事見よ言うて  よ

お言うやんかい（よく言います）。男もおなご（女）

も 皆、道具を 一の道具の事を モチモン言うね

（言うのです）。一の道具言うと 一番大事のもんや

んか（物だ）子宝しぇえぞおせなはざん（製造しなけ

ればいけない）。一の道具言うのは 天理教の言葉や

（です）。天理教で 此の男とおなご（女）のもん

（物）を 一の道具言うの（のです）、一番大事のも

んやんか（物です）。それ 皆 子孫 作ってかんな

らんよって（作っていかなければならないから）。昔

の人な（が）兄よ（男の人に呼びかける語）一番可愛

な（のは）誰ど（だ）言うたや（言ったら）、一番可
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愛な（のは）俺や（だ）言うて、俺でなれ（あって）

こお（子）でなれ（です）かか（妻）でなれ ばあよ

（婆さんよ）のおは（お前は）けつやどよお（終りだ

ぞ）言うた。泣いたてわい（そうだ）婆な（が）。和

具で 嫁もおたもんで（貰ったので）婆やん（さん）

も 大事ん（に）したれよお（してやりなさい）言う

たんてわい（言ったそうです）そしたら 我が身一番 

嬶二番 親は終いの尻のけつ言うたんてわ（言ったそ

うです）。 

もちやい（もちあい、もちあひ）（持合）【名詞】もちあ

いの訛 １）互に負担を分けあう事 ２）持つのを競

う事 力競べ 

もちゃがる【自ラ五】持ち上げる。芽を出す。盛り上が

る。[会話] 播いといて（ておいて）土 覆ぶせて 

ビニール 覆ぶせて そんな（それが）モチャガル迄 

覆ぶせて モチャガッテクルと まくんねやんかい

（取り除くのです）。 

もちゃげる【他ガ下一】１）持ち上げる。手にもって上

にあげる。（志（布施田、鵜方、浜島、国府、神明、

立神、志島、甲賀、安乗）、鳥（答志）、上、阿）２）

ほめる。おだてる。[会話] １）どいらい（大きな）荷

物を そや（それ）モチャゲテくれまあ（下さい）言

うて 提げる時ん（に）モチャゲテくれまあ言うて。

おらげんかか（俺の家の嬶）醤油樽、モチャゲや（れ

ば）たごたご言うて。物を持ち上げる。提げる。ちょ

いと（少し）重たいと ちょいと（少し）モチャゲテ

くれまあ 言うて、下から 重たいもん（重い物）持

つ時ん（に）てっとて（手伝って）貰うのん（に）。 

もちゃつかす【他サ五】粉糾させる。もめるようにする。

[会話] モチャツカス言うのは 喧嘩させる言うのを。 

もちゃつく【動詞】粉糾する。もつれる。[会話] モチ

ャツク家には 餅ゃ（は）搗かん 餅、搗く家の う

らやましかな、言うて モチャツク言うのは 喧嘩ば

っか（ばかり）して、節季ん（に）なって 正月な

（が）来る言うのん（に）びんぼ（貧乏）なもんで

（ので）喧嘩すんねやろなあ（するのでしょう）。そ

やもんで（それで）モチャツク家には 餅ゃ搗かん言

うて。貧すや（すれば）鈍する 鈍すや（すれば）喧

嘩する言うて びんぼで 正月な（が）来ても 餅も 

よお搗かんと（搗けないと）喧嘩ばっかしとんのを

（ばかりしているのを）モチャツク言うね（言いま

す）。 

もちよね（糯米）【名詞】もちねに同じ。[会話] 餅米

や（です）。正月な（が）来たよって（から）モチヨ

ネも はんだあら（半俵）も よお買わんし（買えな

いし）まあ ごしょ（五升）こおといてなあ（買って

おいて）。 

もちより【名詞】持寄。各自が飲食物などを持って集ま

ること。会食。（南）[会話] モチヨリせなはざんわ

れ（しなければいけない）言うて、お前も かしん

（菓子）もて来いえ（持って来なさい）、わしも（私

も）蜜柑もてくわい（持って行きます）あんた（貴

方）酒 こおて（買って）来てくれえ（下さい）言う

て。そしといて（そうして）みんなな いといて（行

っておいて）すん（る）のを モチヨリしょおやんか

（しましょう）言うてなあ。みんなな（皆が）いろん

なもん（物）もて（持って）来て なんなとしょおや

んかあ（なにかしましょう）言うてなあ。やうちな

（一同が）ありあり（それぞれ）に もてくの（持っ

て行くのを）モチヨリ。 

もちよる（持寄）【他ラ五】各人が飲食物などを持って

集まる 

もちんなっとる １）一塊になって居る ２）喧嘩して

いつ迄も続いて居る 

もつ（持つ）【他タ五】１）妊娠する。２）結婚する。 

３）長い間使用に耐える。４）盛装する、身綺麗にす

る [会話] １）孕んだ（妊娠した）時も みいモツ言

うて。４）伊達こくのも みいモツ言うのお（言いま

す）。あやまあ（あれあれ）みいモッテ 伊達こいて  

品 作っとんのおを（格好よくして居るのを）。あの

ひた（人は）ええのな出来たかして（よい人が出来た

と見えて）どいらい（大変）みいモッテ、あげん（あ

んなに）黙っておって（居ながら）おば（情婦）モッ

テ そやよって（それだから）みいモツねなあ（の

だ）。 

もっけ（物怪）【名詞】【形容詞】１）きょとんとした。

けげんな。思いがけない事。意外な事。人に不吉な感

じを与える事。（志（浜島、志島、甲賀、国府）、鳥）

２）残念だ 情けない ３）うらやましい [会話] 

１）モッケナ。おどけた（驚いた）、おどける（驚く）

言う事やなあ（です）。あの人な（が）おば（情婦）

持っとる（て居る）言うたや（言ったら）おどけて

（驚いて）モッケナ顔しとたんよお（して居ました）

言うて、びっくりする事やわい（です）。モッケナ顔

して 眺めとたてやら（て居たとか）。３）あの家な

（が）大漁して来て おらぎゃ（俺の家は）やすどて

（休んで居て）モッケナかったなあ（でした）言うて。

勿体なかったなあ 休んだて（で居て）言う時を、ま
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あ いきゃ（行けば）大漁すんのん（するのに）やす

だて モッケなかったなあ言うの（のです）。モッケ

ガル言うのなあ（のです）。モッケ言う時は びっく

りした時も有るし 人をうらやむ、２）情けない時も 

モッケガル言うのなあ。ええ（よい）服 着とると

（て居ると）自分はわりのお（悪いのを）着とると 

あの人な（が）ええ服、着とて わしゃ（私は）モッ

ケなかったんよお（でした）言うて。 

もっけがお【名詞】１）意外な顔つき。けげんな顔。 

２）うらやましい顔つき 

もっけがる うらやましがる。勿体ながる。もっけ参照 

[会話] いきゃ（行けば）大漁すんのん（するのに）

やすだて（休んでしまって）もっけなかったなあ（勿

体なかった）言うの（のを）モッケガル。 

もっけな うらやましい。勿体ない。驚いた、驚いた顔。

（志（志島、甲賀）、鳥（鳥羽）） 

もっけなかお【名詞】けげんな顔 もっけがお。驚いた

顔。（志（布施田）） 

もっこ（畚）【名詞】１）竹製の運搬用の用具。２）お

だて。煽動。盛籠の義。（志（浜島）） [会話] ２）お

だてモッコに 乗りモッコ言うて、おだてて乗るもん

（者）も有るし、おだてるもんも 有るし（有りま

す）。ひぼ（紐）の無い モッコい（へ）乗って言う

て ま きれたねてわい（切れたそうだ）。モッコい

乗って 乗りすえとられ（切って居る）言うて。 

もっこ【名詞】植物 モクコク ツバキ科の常緑小高木。

高さ５ｍぐらい。葉は楕円状倒卵形で長さ５ｃｍ位で

赤みを帯びる。夏、葉腋に２ｃｍ位の黄白色の五弁花

を下向きに開く。果実は乱状球形で長さ約 1.5ｃｍ熟

すと裂けて赤い種子が見える。（志） 

もっこり【副詞】丸みを帯びて盛り上がっているさま。

[会話] もこんとしとるなあ（している）。もこんと 

持ちゃげて来たれ（持ちあげて来た）言う時ん（に）

なあ むくっとして来ると モッコリして来たない

（来たです）言うてなあ。なんやかや（いろいろ）も

やがっとるとなあ（盛り上がっていると）もこっとし

とるなあ（している）言うてなあ。芋な（が）おっき

なって（大きくなって）来ると 畝な（が）ぱんぱん

して おおた 芋な（が）いって（はいって）来てま

あ もこもこしとんねよお（しているのだ）言うて、

ちょいと（少し）もちゃげて（持ちあげて）来たとこ

なあ（所です）モッコリして来たなあ。 

もっこんのる 煽てにのる。（志（布施田、鵜方、神明、

立神、志島、甲賀、国府、安乗）、張、名、北）[会

話] おだてもっこん（に）のりもっこ言うてなあ。

煽てられて 婆やん いかついのお（強いですね）い

つ迄 いかつうて（強くて）まめ（健康）でええのお

（よいですね）いつ迄元気でおれえ（居なさい）言う

てくれると、あや（貴女は）煽てん（に）乗って い

きって来たれ（元気になって来た）言うて。いかつい

なあ（強い）えらいなあ言うて そやすのをなあ（煽

てるのを）煽てる言うのなあ（です）。それい（に）

乗ってくのをなあ（て行くのを）モッコンノル言うの

（のです）。モッコイ（に）ノットンネよってん（乗

って居るのだから）。 

もっさり【副詞】１）態度がはっきりしないさま。鈍い

さま、又そのような人。（松、上、阿、北）２）あか

抜けないさま 無粋なさま [会話] ２）モッサリ言う

な（のは）むさくるしよん（うっとうしいように）し

とんのを（して居るのを）言うんか（言うのですか）。

如何んも（にも）むさくるしよんしとんのを 阿呆み

たいんしとんのを。もさっと しとんのをなあ。１）あ

やまあ（彼は）もさあっとして 夜明けのだんぷみた

よん（ランプのように）しとられ（して居る）言うて、

ちょいと（少し）ぼおんとしとんのを、ちょいと も

やしなきかせんねてわ（足らないのだそうだ）言うて 

昼行燈で ぼんやりしとんの（して居るのを）モッサ

リ。 

もっそお（もっそう）（物双）【名詞】二つものを組み合

わせて一つにすること、又そのもの。もやい舟。もや

う参照（志（布施田））[会話] 買い山して きい

（木）積みすると モッソオ組むのを もやい言うし。 

もっそおくむ 重い物、大きい物を運ぶ時に二隻の船の

間に丸太を渡して継ぎ合わせる（志） 

もっそおぶね（もっそうぶね、もっさうぶね）【名詞】 

もやい舟。二隻の舟を連ねて一つにすること。もやう

参照 [会話] 舟を ふたあつ（二つ）並べて しば

っといて（縛っておいて）そして じょおほおんのお

い（両方ののへ）一杯積んで じょおほおから どお

（櫓）漕んで（いで）すんの（するのを）モッソオフ

ネ。 

もっそおめし（もっそうめし、もっさうめし）（物相飯）

【名詞】牢で出る飯。もっそうは佛語。相は木の形の

謂、飯を盛る器。下人の食を分け与える物（大言海） 

もっそり【副詞】無愛想なさま。無口でむっつりしてい

るさま。鈍いさま。（多）[会話] モッソリしとんな

あ（している）言うんかい（言うのですか）。とぼん

としとる（している）にげなあ（人間を）モッソリし
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とんなあ 言うなあ。はっきりせんと（せずに）静か

に とんぼりとしとんのなあ もそっとしとんなあ 

あや（彼は）まあ言うてなあ。 

もったいつける １）偉そうにする ２）惜しそうにす

る、嫌々する、仕方なしにする 

もったいない（勿体無）【形容詞】１）惜しい。  

（志（浜島、畔名、国府、）２）有り難い。かたじけ

ない。[会話] １）モッタイナイ、惜しい言う事やんか

い（です）。此 ほったろかいなあ（捨てようか）言

うと ほったたら（てやったら）モッタイナイやんか

い（です）そや（それは）言うて。はんぶずてん（半

分捨てに）して モッタイナイのん（のに）言うて。

御飯でもこぼすと 拾ろて（拾って）喰われやせんや

んない（食べれないでしょう）モッタイナイのん（の

に）拾ろて 喰われやせんのん（食べれないのに）そ

こらい（へ）こぼして言うて。物でも何でも ええも

ん（よい物）を ほったり（捨てたり）するやろ（で

しょう）。まだ まにあう（役に立つ）よおなのを 

モッタイナイのん（のに）あげん（あんなに）ほった

て（捨ててしまって）言うて。にげ（人間）でも 早

よ（早く）死んでくと（で行くと）まだ もおちょい

と（少し）モッタイナイなあ言うて。２）そして（そう

して）偉い人に 物 貰う時に モッタイナイ言うや

んかい（言います）。あんたみたいな（貴方のよう

な）偉い人ん（に）こげなもん（此んな物）もろて

（貰って）モッタイナイ事やなあ（です）言うて、モ

ッタイナイお言葉や（だ）言うて。偉い人ん（に）見

舞いやなんや貰うと モッタイナイ。尊ぶ言う事や

（です）。それと一緒で もったいぶるとか もった

いながるとか。 

もったいながる【他ラ五】惜しむ。もったいない参照 

（志（浜島、鵜方）、張） 

もったいぶる【自ラ五】ものものしげな様子をする。勿

体をつける。惜しそうにする。（志（布施田））[会話] 

“モッタイブッテ させさせ（性交をさせよ）言うて

も ささんとおって（させないで）あったら（あた

ら）ぼぼ（女陰）を どて（土堤へ）さらせ（曝

せ）”おっさんな（和尚さんが）言うた。おなご

（女）の人ん（に）おっさんな 惚れとて（て居て）

それい（へ）ばっか（ばかり）いても（行っても）さ

せやせんねてわい（させないそうです）そんな（その

女が）死んでたや（行ったら）怒って来て “させさ

させ言うても させもせず あったら おめこを 野

でさらせ 喝っ”言うたんてわい（言ったそうです）。

わしゃ（私は）寺の旅行い（へ）いた時（行った時）

唄へ唄へ言うもんで（ので）、“坊主抱いて寝や やた

けに（目茶々々に）かわい 何処がけつやら 頭や

ら”言うたら 婆やん えらい事（大変な事）言う言

うて。モッタイブル言うて 惜しむ。犬にも 喰わさ

な（やらなければ）喰いもせず 棚にも上げず言うて 

もったいなぶっとて（て居て）そいな時ん（に）モッ

タイブル事をなあ（です）。 

もったててくる 持ち上げてくる（志（布施田） 

もったてる【他タ下一】持ちあげる。[会話] 雁首

（首）モッタル。蝮な（が）首あげると、雁首モッタ

テテ  あや（あれ）言うて。 

もっちゃ【副詞】一塊りになっていること。喧嘩して取

っ組みあって居る状態。ごちゃごちゃの状態。まめぐ

る参照 [会話] まめぐったると（混ぜてやると）モ

ッチャん（に）なってくやんかい（なって行きます）。

ごちゃごちゃになってた（ていった）言うて。 

もっちゃげる 持ち上げる（張、名、北） 

もって。もってえ １）盛って、よそって下さい。飯の

お代わりの時の言葉。２）持って下さい。[会話] １）

御飯のお代わりでも 替桶言うやんかな（言います）。

ごっつお（御馳走）して 美味いとさいご（その時）

替桶しょおや（しましょう）言う人も有るし、お代わ

り言う人も有るし。そやけど（しかし）モッテ、モッ

テエ言うて くたてすると（食べてしまうと）お代わ

りする時なあ（に）モッテエ言うて。 

もってこい（持来）うまく適合しているさま。好都合な

さま。あつらえむきだ。うってつけ [会話] なにげ

なしん（に）しとんねけど（しているのだが）仕上が

ると あてはまってっく（ていくと）モッテコイやっ

たなあ（だった）言うて。モッテコイは 丁度よかっ

た。 

もってこか 持って行こうか（志） 

もっててもらう 持って行って貰らう 

もっと【副詞】今迄以上に。さらに。一層。もう少し

[会話] モット言うな（のは）もおちょいと（少し）

くれ（下さい）言うのを モットくれ（下さい）。モ

ット あそできゃええのに（遊んでいけばよいのに）

言うやんかい（言います）。もおちょいと おれ（居

なさい）とか、モット してから来い言う時も有るし

なあ（有ります）。もおちょいと してから来い言う

のを モットしてから来い。そして もおちょいと 

くれ 言うのを モットばかくれ（下さい）。 

もっとい（もっとひ）【名詞】元結。モトユヒ（元結）



 1993 

の訛（大言海）（志（神明、浜島）、鳥、桑郡、三、鈴

市、安、津、一、松、多、上、阿、張、名、度、伊）

[会話] 元結いなあ（です）モットイ言うのは。 

もっとしたら 後刻（志（浜島、立神）、鳥）[会話] 

モットシタラ言うのは 後から もおちょいと（少

し）したら来いまあ（来なさい）とか もおちょいと 

してから 来てくれまあ（来て下さい）とかなあ。も

おちょい してから来いえ（来なさい）言うのも有る

しなあ（有ります）。 

もっとばか 今迄以上に、さらに、一層。もう少し、も

っとに同じ。（志（布施田））[会話] もおちょいと

（少し）くれ（下さい）言うの（のを）モットバカく

れ 言うの（のです）。 

もっとらし もう少しよい事を もっともらしい モッ

トラシ事せえ（志（布施田）） 

もっとる 持っている。（鳥、尾、北）[会話] あの人 

よっけ（沢山）金モットンネナア（持っているのだ）、

金持ちやなあ（だ）言うの（のです）。なんやかや

（いろいろ）しなもん（品物）モットンのなあ よっ

け モットンねなあ言うてなあ なんやかや（いろい

ろ）物な（が）あんの（有るのを）モットル言うてな

あ。よっけ あの家 あんねてわい（有るそうです）

言うて、有るのをなあ モットル言うてなあ 沢山有

る言う事を。 

もっとる（漏）漏れている 

もっとる １）盛り上って居る、盛り上げている ２）

御飯などよそって居る 

もっとんね １）持っているのだ もっとる 参照 

２）持っている ３）漏れて居る 

もっとんねなあ 持っているのですね。漏れて居る。も

っとる 参照 

もっぱ【名詞】１）布を厚く継いだ仕事着。（志（布施

田、鵜方、神明、立神、志島、甲賀、国府、安乗）、

北）２）ぼろの着物。（志、鳥、松、北、尾）[会話] 

１）モッパみたよな（のようだ）言うて、継はんぶ（半

分）つんで はんだ（継いで張った）着物。モッパみ

たよん つんで（継いで）言うて。しきしばっか（当

て布ばかり）きれつぎばっか（当て布ばかり）破れた

とこい（所へ）当てると、モッパツギや（だ）言うて。

しきし（当て布）よけ（多く）当てると モッパみた

よななあ 言うて。じょおし（漁師）の人や（とか）

百姓も 昔ゃ（は）モッパみたよなの 着よおったわ

い（着て居ました）。縞でつんで（継いで）絣でつん

で 色々ん（に）つんで 有るやんない（有るでしょ

う）。昔、じょおしの人や 百姓な（が）着て 芝居

すると あいなの（あんなのを）着て来るやんかい

（着て来ます）。寒さよけとかだ（それに）経済も有

るやんかい（有るのです）。新しのおなあ（新しい物

は）よおきやんと（着ずに）百姓して 汚したんねよ

って（汚してやるのだから）おもて（思って）わりの

おを、えって（悪いのを選んで）、ええな（よいの

は）勿体ないおもて（思って）わりもんばっか（悪い

物ばかり）着るわい（着ます）。のおて（縫って）き

もん（着物）作って つぎはんで つぎはぎの着もん

（着物）着て モッパツギん（に）して言うて、べた

べた当てると モッパツギや（だ）言うて。モッパツ

ギは 縫代 いれんと（入れずに）べたっとすんの

（するのです）。いくつもののおを（のを）べたっと 

こんながり（このまま）縫うとくの（ておくのを）モ

ッパツギや（だ）言うて。さぶい（寒い）時も、よけ

るし、今しみたよん（今のように）合羽な（が）無い

もんで（ので）雨具んもなあ（にもです）あっついの

（厚いのを）着とると（着て居ると）雨な（が）急に 

通らせんもんで（通らないので）そげな（そんな）時

の 用意も有るしなあ（有ります）。じょおしや 百

姓は そいな（そんな）時ん（に）モッパをなあ。モ

ッパも もてかなはざんわれ（持って行かなければい

けない）今日は雨な（が）降ってくるやら（か）判ら

せんどお（ないぞ）、今しの（今の）雨合羽の代わり

やわい（です）。漁師の人やどけ（など）潮（海水）

かぶっても、モッパや（だ）言うと しょおしょ（少

し）で はじいとて（て居て）通らせんやんない（通

らないでしょう）。そののおで（そう言うので）あい

な（あんな）モッパしよおったんやろ（して居たのだ

ろう）思うの（のです）。合羽な（が）、ないもん（無

いから）。そして 蓑を作りおったけど（作って居た

が）蓑は着ると どお（櫓）漕んでも（漕いでも）じ

ょおし（漁師）は ひっかかやあるいて（引っ掛かっ

て）はざんねてや（駄目なのです）。畑やたあい（田

へ）行くのは 蓑 着るけど（が）そやけど（しか

し）モッパは 合羽の代わりやわい（です）。潮をお

おたり（追っ拂ったり）雨 おおたりすんのなあ（追

うたりするのです）。そげなんで（そんなので）昔ゃ

（は）モッパしよおったんやろ（したのでしょう）。

昔の木綿は あっつうて（厚くて）うっすいもん（薄

い物）言うて 絹のもん（物）は よけ（あまり）着

やせんやんかい（着ません）木綿のきいみたよおなの

おばっか（木のようなのばかり）着よおったんよって
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ん（着て居たのだから）、そんな（それが）破れてて

も（て行っても）つぎゃ（継げば）あっつうなるやん

かい（厚くなります）。そやよって（だから）昔の人

らな（が）言うやんかい（言います）。美味い物 喰

うて 楽する人は 寺の坊主に 婢、言うて。昔ゃな

あ（は）医者は 長袖や（だ）言うて あや（彼は）

長袖やもん（だから）言うて。医者のでえ（出）は 

長袖のでえやよってん（だから）言よおった（言って

いました）。あのひた（人は）長袖の娘やもん（だか

ら）言うて 医者の娘や言わせんね（言いません）長

袖の娘や（だ）言うて。 

もっぱつぎ【名詞】沖で漁師の着る着物で布をなん枚も

重ねて刺子にしたもの、又その縫い方。もっぱ 参照 

もっぱぬい【名詞】もっぱを作る時の縫い方。しめし参

照 [会話] もっぱ言うて 幾つも重ねて 裏と表と

して 中へも挟んで 三枚まとめて縫うの（のを）モ

ッパヌイ言うて。 

もっぺん 今一度。もう一度。再度。（志、三、鈴郡）

[会話] もおいっぺん言うのを、もひとくら言うてな

あ もひとくらいて来いえ（行って来なさい）、もひ

とくら  来てくれるかい（くれますか）言うのを モ

ッペン言うのなあ（です）。 

もつらかす。もつれかす【他サ五】もつれさせる。縺れ

る。糸や髪の毛などが、からみ合って解けなくなる。

こじれる。言語、動作が思い通り出来なくなる。感情

や事情がこみ入って、収拾がつかなくなる。紛争させ

る。（北、南）[会話] 糸 モツラカス。まつなかす

言うけど（言います）。モツラカスとも言うなあ（言

います）。あの家ゃ（は）なんやかや言うて 兄弟中

な（が）モツレタンテナイ（もつれたそうだ）言うて 

喧嘩する事なあ（です）。今しの（今の）人ら 喧嘩

して言うけど（けれど）昔の人ら（は）あの家ゃ

（は）モツレトンネテワレ（て居るそうだ）、行き来

しやへんねてわれ、兄弟中な（が）言うて。“髪のも

つれは 枕のとがよ それを 主やんにとがめられ”

此の髪な（が）まつのっとんのおを（からまって居る

のを）髪のもつれや（だ）言うて 歌な（が）有るや

んかい（有ります）。ぐちゃぐちゃになっとる（なっ

て居る）まつのっとる事を モツレルとか まつのっ

とるとか 餅になっとるたら（なって居るとか）言う

て まつながった言うね（のです）。髪やどけや（な

どは）餅ん（に）なった言うて。喧嘩な（が）いつ迄 

続いておると（居ると）餅んなっとんねてわれ（なっ

て居るそうだ）言うて ねばねばと くみやいしとん

の（組み合いして居るのを）、仲なおりせんと（せず

に）いつ迄 こじとんの（こじれて居るのを）こじと

て（こじれていて）未だに餅ん（に）なっとんねてわ

れ言うて よお言うやんかい（よく言います）。 

もつれたんてない 縺れたそうだ 喧嘩したそうだ も

つれかす参照 

もつれとんねてわい。もつれとんねてわな（女性語）も

つれとんねてわれ。喧嘩しているそうです もつれか

す参照 

もつれる【自ラ下一】入り乱れて混乱する 話がまとま

らない 糸などが入り乱れる 

…もて【接尾語】しながら。以て。動詞の連用形につい

て下の動詞に続ける二つの動作が同時に行われる意を

表す。（志（布施田）、鳥、員、松、多、名、北、尾、

南、熊）[会話] 泣きモテ、仕事しいモテとか、喰い

モテ言うて。そや（それは）あの歌や（だ）。“おめこ 

しいモテ びりくそたれて 金玉 なすび（茄子）の 

辛子あえ。”しながら言うのなあ（のです）。しながら

も しいモテも 一緒の事やけど（だが）昔の人ら 

しいモテ言うのなあ（のです）。しょべ（小便）しい

モテ 足袋のこはぜをするてやら（とか）言うやんな

い（でしょう）。“女は 小便しながら 足袋のこはぜ

を出来るけど（けれど）男が小便しながら 足袋のこ

はぜをしたならば 顔も頭も 小便だらけ。” 

もてあそぶ（弄）【他バ五】おもちゃにする 女性を騙

す 

もてあましもん（持余者）【名詞】乱暴者など扱い難い

者、人に相手にされない者 

もてかまい 持って行かない 

もてかまいかいなあ 持って行かないでおきます。持っ

て行きません。 

もてかんかい。もてかんかな（女性語）もてかんかれ。

もてかんかん（女性語）持って行け。持って行きなさ

い。[会話] 昔の人ら（は）おつり（釣り銭）言うよ

おな事言わらったの（言いませんでした）そやれ（そ

れ）つり モテカンカレ言うて。 

もてかんてて 持って行かなくても 

もてきて １）持って来て下さい。 ２）持って来て。

持って来た。[会話] １）モテキテ くれえ（下さい）

言うて 頼む時やなあ（です）。 

もてく【他カ変】持って行く。[会話] こべの宮 参っ

てくのん（行くのに）石モテク。置いといて（ておい

て）撫でて。 

もてくわい 持って行きます。 
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もてくんてわい 持って行くそうです 

もてけ 持って行け。[会話] しや（それ）それモテケ。 

もてけてや 持って行きなさい [会話] 気の毒なのん

（のに）まあええわい（よろしいです）言うと そげ

ん（そんなに）言わんと（言わずに）モテケテヤ言う

て。 

もてこい １）持って来い。２）よく似合う。丁度よい。

[会話] １）はふ（破風）へ ぺたんといくよおん（当

るように）そでな（が）ついとんの（付いているの

を）そで瓦言うて、左そでモテコイ、右そでモテコイ

言うて しゃかんやな（左官屋が）言うわい（言いま

す）。 

もてこいの 持って来なさい 

もてこか １）持って行こうか。２）持って行きません 

[会話] １）これ もてこかいなあ モテコカア言う時

も有るし かいなあ言う時も有るしなあ。モテコカア

言う時は 要らんと（要らないと）まあええわ（よろ

しい）言う 返しなし（返事です）。そんなきゃ（そ

れでは）もてかまいかいなあ（持って行きません）言

うて。そして ほし（欲しい）時ゃ（は）持て来てく

れえ（下さい）言うし そんなきゃ もてくわい（持

って行きます）言うし。ま そんなきゃ ええかい

（よろしいか）言うて 要らん言うと。モテコカ モ

テコカイ 一緒の事や（です）もてこかいなあ言うの

も 一緒や（です）。 

もてこかあ 持って行きましょうか。もてこか参照 

もてこかい。もてこかな（女性語）１）持って行きまし

ょうか。もてこか参照 ２）持って行きません。 

もてた 持って行った。すっぺり参照 [会話] 皆モテ

タ。なんもかも（何も彼も）すっぺり（残さず）モテ

タ。全部モテタ言う事やんかい（です）。 

もてたか。もてたかあ もてたかい もてたかれ 持っ

て行ったか。[会話] お前げい（家へ）あの子ん

（に）持てけ（持って行け）言うたのん（言ったの

に）モテタカイ（持って行きましたか）言うたや（言

ったら）、なんも（なにも、いいえ）まだ来やせんど

お（来ません）言うて。モテタカ モテタカイ モテ

タカレ言う時も 一緒の事やけどなあ（ですが）もて

たかあ言う時もなあ。 

もてたけど 持って行ったが。[会話] モテタケド お

らざった（居なかった）言う時んなあ（に）モテタケ

ド まあええ（よろしい）言うて 戻って来た時ん

（に）モテタケド言うて 戻されて来る時んなあ

（に）。もてたや（持って行ったら）まあ いなん

（要らん）言うて 言う時も有るしなあ、ケド言う時

も たや言う時も有るしなあ。 

もてたや 持って行ったら。[会話] モテタヤ まあ 

いなん（要らぬ）言うた。 

もてて １）持って行って。２）持って行って下さい

[会話] １）モテテまあ 戻って来た。持って行ったね

けど（のだが）まあ 戻して来た言う時んなあ（に） 

モテテしたけど（が）戻して来た言うてなあ。２）モテ

テ言うて 頼む時んなあ（に）あの家い（へ）此れ 

モテテ言うて モテテくれえ（下さい）これを あの

家い（へ）言うて。 

もててくれえ 持って行って下さい。もてて参照 

もててくれるかい 持って行ってくれますか。 

もててみよ １）持って行きなさい ２）持って行って

はいけない 

もてても 持って行っても。[会話] モテテモとろかれ

（取らない）、そげなもん（そんな物）言うて。いな

ん（要らぬ）言うて来るやろ（だろう）思う時ゃ

（は）、モテテモ そいなもん（そんな物）もらおか

れ（貰うものか）言うてなあ。 

もててもらう 持って行って貰う。[会話] モテテモラ

オカイナア（もらいましょうか）言う時もあんなあ

（有ります）。なんか（なにか）持てく（持って行

く）時んなあ（に）此れ もててくれるかい（くれま

すか）言うて、人ん（に）ことずける時ん（に）はい 

もてくわい（持って行きます）言うて そしたら 此

れ もててくれえ（下さい）言うて。モテテモラウ言

うのは 持って行って貰う言う事。人ん（に）頼む時

んなあ（に）。 

もてなし（持成）【名詞】接待 饗応 

もてなす（持成）【他サ五】接待する 好意を持って人

を饗応する 

もてん １）持てない。２）我慢出来ない（志（布施

田）、阿、張、名）[会話] １）病気しとても（してい

ても）まあ ひいて（一日）か、ふつか（二日）しか 

モテンとか。２）まあ 腹な（が）へって モテンわれ

（です）言う時も有るし。まあ 今日は 腹な（が）

へって来て もおちょいと（少し）しやええんけど

（すればよいのだが）まあ モテンワレ言うて、しん

ぼよおせん（辛抱出来ない）言う事やなあ（です）モ

テンワレまあ言うて。 

もてんわい。もてんわな（女性語）。もてんわれ １）

持てません ２）耐えられません ３）我慢出来ませ

ん もてん参照 
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もと（本）【名詞】１）事を行う時。自分の持って居る

物。資本。事を行う根源。（志（布施田））２）五分五

分 損得なし（南）３）物事の始め。木や竹の根に近

い部分。（志）[会話] ３）娘な（が）出た後は、モト

やんかい（です）。火モトも有るし 親モトも有るし

（あります）。１）モトして わりな（悪いのは）火モ

トばかや（ばかりだ）言うて、火事すると モトもこ

も無いよん（ように）皆 焼けてくけど（行くが）、

なんやかやの モトすると こぼれな有るもんで（余

禄が有るので）モトして  わりな（のは）火モトばか

や言うけど（けれど）、なんもなあ（少しも）ええこ

た無いけどなあ（よい事は有りません）モトすや（す

れば）。モトしや（すれば）損ばっかや（ばかりで

す）モトするもな（者は）損な（が）行くなあ（行き

ます、します）。博打する時 自分の持っとる（て居

る）銭も モトや（です）。 

もと（旧、古）【名詞】昔 以前 

もと（許）【名詞】所 親モトなど尾モト（下）の義

（大言海） 

もと【副詞】初め 

もとい【名詞】元へ。[会話] モトイ戻れ言うやんかな

（言います）。仕事 まちごた（間違った）事すると 

モトイ言うてなあ。失敗すると モトイ戻れ言うのを

なあ モトイ言うてなあ。 

もとから 始めから。最初から。[会話] モトカラ言う

な（のは）始めから言うの（のを）。モトカラ 判っ

とんのん（ているのに）そいな（そんな）事すんねも

ん（するのだから）言うてなあ。 

もどき【名詞】似せて有る物 真似の物 

もときん 元金【名詞】１）資本金 ２）貸した金を利

子と別に言う語 

もどく【動詞】結んだり、巻いたりしたものを元の通り

にする。もどす。戻す。以前あった場所などに移す。

返す。（伊、度）[会話] モドク言うな、ほどく（解

く）事を言うねんなあ（言うのです）。もつれとんの

をなあ（て居るのを）。よりな（捲りが）いとんのを

（きついのを）より モドイタレ（解いてやれ）言う

て。よりな（が）いとて（強くて）ねじれてくのな

（て行くのが）有るやんない（でしょう）、そいな時

ん（そんな時に）より モドケ言うて モドイたれま

あ（てやれ）言うて。 

もとくさ【名詞】雑草。はこべ。はべら参照 [会話] 

はべら（はこべ）モトクサの事 はべら言うの（ので

す）。鶏の餌ん（に）すんのを（するのを）はべら。

あれを 昔の人ら（は）モトクサや（と）言うの（の

です）。 

もどける【自カ下一】１）解ける。２）緩む。３）戻る。

ねじがもどる参照 [会話] ２）賢かったけど（が）ち

ょいと（少し）ぼけたよおん（ように）なって来たの

おを（のを）よりな（が）モドケテタ（て行った）モ

ドケテ来たんなあ（来たのだ）言うて。戻る モドケ

ル言うな（のは）よお（よく）似た言葉やけど（で

す）。 

もとごえ（基肥）【名詞】作物の播付、植付、移植の前

に耕地に施しておく肥料。（飯）[会話] モトゴエ言

うのはなあ なんか（何か）播く時ん（に）初めてな

あ ねえい（根に）入れんの（るのを）麦 播く前ん

なあ（に）。 

もどされてきた 離縁された。[会話] あの家い（へ）

嫁に行たねけど（行ったのだが）、家風に合わん言う

て モドサレテキタナア 戻って来た言うて 離縁さ

れた。しなもん（品物）なら こや（これは）まずい

とか ああ  なんとか言うて けちつけて もどして

おこすんのなあ（よこすのです）。 

もどさんかい。もどさんかな（女性語）もどさんかれ 

返しなさい 

もどした。もどしたた １）返した ２）離婚した も

どす参照 

もどす（戻）【他サ五】１）以前有った場所に移す。返

す。以前の状態にする。２）償う。（志（志島、甲賀、

国府）、鳥（神島、鳥羽））３）食べたり飲んだりした

物を吐き出す。嘔吐する。４）離縁する。（志（浜島、

布施田）、南）５）借りたものを返す。６）ふやかす。

乾いた物を水に漬けて前の様にする（南）[会話] ４）

嫁 モドシタんてない（そうだ）。婿 モドシタんて

ない 言うて。５）そして（そうして）なんか（なに

か）借りん（に）いて（行って）あの家へ モドシん

（に）いかなはざん（行かなければいけない）。あの

家い（へ）なんやかや 貸したや（ら）モドシテ来や

せんてやら（来ないとか）言うて。返す事を モドス

言うの（のです）。婿や嫁も モドス言うし、そして 

又 元いもどんのも（へ戻るのも）戻ったんてわれ

（戻ったそうだ）言うて、離縁しても 又 もお一度 

元い戻って もとな（が）もとんなった言うて。３）げ

え（嘔吐）あれも モドス言うなあ（言います）。か

やした（返した）言うし。よけ（沢山）喰うたや

（ら）モドシたんてわれ 言うこた（事は）言うやん

かい（言います）。昔ゃ（は）げえげえ 吐いたんて
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われ 言うて。越賀の人ら言うな（のは）猫が とき

ゃく（吐喀）して あじゃあ言うの（のです）。 

もどせ 返せ（志（鵜方）） 

もとなもとんなった 一度離縁したが復縁した。もどる

参照 [会話] 離縁しても 又 もう一度 もとい

（へ）戻って 一緒。モトナモトンナッタ言うて。 

もとなり（本成）【名詞】植物の蔓や幹の根に近い方に

実がなること。又始めになること。[会話] モトナリ

言うのは 一番もとの方い（に）なんのを（なるの

を）、一番になんのは（生るのを）モトナリで しま

いごろん（終り頃に）なんのは（生るのは）すえなり

や（です）。 

もとね（元値）【名詞】商品の仕入れ値段、または、生

産原価。[会話] 売り値は 30 円 札値は 50 円 そげ

なよん（そんなように）なってくのなあ（なってくる

のです）モトネと 札値と言うて ちごてくんのなあ

（違って来るのです）。 

もとのさやんおさまる 元の通りになる。復縁する。仲

なおりする。（上、阿）[会話] モトノサヤンオサマ

ル言うて 嫁ん（に）いとんのおな（行っているの

が）戻ってきとんのおなあ（来て居るのが）、もいっ

ぺん（もう一度）我慢して来てくれえ（下さい）言う

て。なことおやな（仲人が）頭さげて行くと まあ 

そんなら（それでは）こお（子供）も有る事やのん

（だのに）そげんしょおか（そんなにしましょう）言

うと、モトノサヤンオサマル よかったのお（です）

言うて。喧嘩しとて（していて）仲直りした時も モ

トノサヤイオサマル言うて 仲よお（よく）なると。

もともとんなった言うて。もと（始め）仲な（が）よ

かった時みたよん（のように）なった言う事なあ（で

す）モトノサヤンオサマル言うのは 仲直りして も

との様に つきあう様ん（に）なった言う事。 

もとばら【名詞】元来の腹の大きさ。[会話] モトバラ

な（が）おっきいよって（大きいから）言うて、モト

バラ じょおばらな（常腹、いつもの腹が）おっきい、

モトバラな（が）おっきいよってんだ。孕むと（妊娠

すると）なおかと（なおの事、更に）おっきいもんで

（大きいので）、モトバラな（が）おっきいよって 

あげな（あんな）腹しとんねやれ（して居るのだ）言

うて。がら（身体、身長）ちっちょおても（小さくて

も）腹な（が）どいらい（大きい）じょおばらな

（が）おっきい人な（が）孕むと、ふたあつ（二ケ）

も入っとるよん（て居るように）しとる（して居ま

す）。ちょろい（猪牙船へ）ぼてん（大きな竹製の生

簀）積んだよおんしとる（ようにして居ます）。 

もとぶね（本船）【名詞】大きな船 おやふね参照 

もともこおもない すべてを失なう 元金も利益もない

（志（布施田）） 

もともと（元元）【副詞】１）始めから。元来。 ２）

何かをした結果。損も得もないこと。（志（布施田）、

南）[会話] １）モトモト そおやったねもんなあ（だ

ったのだから）言うて。一番（初め）から そおやっ

たねもんなあ、今し（今）そげん言うたてて（そんな

に言っても）言うてなあ。始めから 仲よお（よく）

しとたもんなあ（していたのだから）今さら喧嘩した

ててなあ（しても）言うて。２）商売して 金儲けして

も モトモトやったよお（だった）言うて、なんも

（少しも）儲かららった（なかった）言う時も有るし

なあ。損もしとらへん（していない）代りん（に）利

益ものおて（無くて）モトモトやったよお 言うて、

ま そんなら（それなら）ええやんか（よいでない

か）モトモトなら もとさへ とりゃ、ええわれ（取

ればよろしい）言うて。 

もどもど【副詞】愚図愚図している様 もどかしいさま 

もど参照 

もとや（本屋）【名詞】本家（ほんけ）。（志（甲賀、鵜

方）、鳥（相差、神島）、張）[会話] もとの家を言う

んやろなあ（言うのでしょう）。本家言う事やわいな

（です）。モトヤ ほんもとを言うんやわい（言うの

です）。 

もとより【副詞】始めから。もちろん。元来。もともと。

すいすい参照 [会話] いたんで（痛んで）すいすい

ん（に）なっとんのおも（なっているのも）モトヨリ 

すいすいんのおも（のも）有る。 

もどり（戻）【名詞】帰る事 [会話] しなもん（品

物）でもなあ こおてもらえんと（買ってもらえない

と）戻って来るとなあ こや（これは）まあ モドリ

やなあ（だ）言うてなあ。 

もどり（戻）【名詞】釣り針のかかり。[会話] 釣りの 

ひっかけるとこ（所）はずれてかんよおん（て行かな

いように）ちょいと（少し）横向いて出とるとこ

（所）モドリ。 

もどりあじ【名詞】あおりいか 

もどりないかん １）愚図愚図している ２）話しの内

容が判らない 

もどりぶし【名詞】ごいか 

もどりみち（戻道）【名詞】帰り道 

もどる（戻）【自ラ五】離縁される。（志（布施田、片
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田）、南） 

…もな 物は、者は 

もの【名詞】猿。[会話] 猿が 出て来ると モノな

（が）出て来た言うやんかい（言います）。 

もの（物。者）すぐれた人、いっかどの人。立派な物。 

ものあつかい（物扱）【名詞】１）人を使う時、道具と

同じように苛酷に使う事 人を道具と見なして使う事 

２）道具の取り扱い方 

ものいい（ものいひ）（物言）【名詞】言葉つき。言葉遣

い。ものゆい。[会話] モノイイなわり（が悪い）あ

のひた（人は）モノイイな（が）わりねよって（悪い

のだから）常に（いつも）言うて。喧嘩する時や

（は）モノイイ言うて、おりどころやあろかい（であ

りません）喧嘩すんのん（するのに）ごおなわくと

（腹が立つと）いっしょけんめ（一生懸命）で言わん

ならんもん（言わなければいけないから）ええも（よ

いも）わりも（悪いも）言うとらせんし（言って居れ

ないので）。喧嘩して 別れると 喧嘩別れしたんて

われ（したそうだ）。ぼおわかれしたんてない（した

そうだ）言うて、 喧嘩して 別れると。喧嘩して 

ぼおわかれした言うの（のは）まあだ、言うと（言え

ば）せんぎり（充分に）言い次第言うて わがと（自

分）も 虫な晴れる程（気持ちが一杯すむ程）言い、

あっちゃも（相手も）言いして ぼおわかれしたね

（したのだ）言うて、喧嘩した後をなあ（です）。 

ものいう（ものいふ）（物言）根拠になる。大切になる。

金なモノイウ。証文なモノイウテクル。 

ものいみ（物忌）【名詞】１）不吉としてある物をさけ

る事 ２）祈願のため一定期間食べ物や行動を慎む事 

ものいり。ものいれ【名詞】費用の多く要ること。支出

が多く必要とすること。（志（布施田））[会話] モノ

イレ言うとだ、かね（金銭）が よけ（多く）かかる

言うの（のです）。モノイレしてもおてのお（しても

らって）言うて、何回も結婚式すると ものすごお

（大変）金が要るやんない（でしょう）その 金が要

る事を モノイレ言うの（のです）。ほかの事でも 

金がよけ かかると（要ると）モノイレや（だ）言う

て、祝いもろてなあ（貰って）モノイレしてもろてな

あ（してもらって）言うて 言うの（のです）。香資

もろても言うしなあ（言いますし）、そして 八十八

や（とか）喜寿の祝いして その祝いもん（物）貰う

と モノイレしてもろてのお 言うて 祝儀貰うと 

貰ろた家ななあ（が）ほん（本当に）モノイレしても

ろてなあ 言うて。 

ものいれ【名詞】物を入れる所 懐 ポケット（南） 

ものいわず（ものいはず）【名詞】無口な人。くちいわ

ず参照 [会話] 人に挨拶もせんにげ（しない人間）

を モノイワズやなあ（です）。 

ものおき【名詞】１）物置場。物置小屋。（志（浜島、

片田）、鳥（坂手、答志、神島））２）穀物貯蔵所（志

（片田）、南）[会話] １）なんやかやを 置くとこ

（所）を、モノオキ言うて。押し入れや（だ）言うて 

言うやんない（言うでしょう）その 押し入れの事を

なあ モノオキ言うて。穀物入れるとこ（所）麦や、

豆や 色々のもん（物）をなあ 座敷にモノオキいな

あ（に）一部屋有って モノオキ言うのな（が）それ

い（へ）、今しゃ（今は）布団や着具を入れるけど

（が）昔ゃなあ（は）麦や、豆や そいな（そんな）

穀物を 入れよおったの（入れて居たのです）。きん

こ（芋の煮切干）や あられや 豆や言うて 皆 乾

燥して しまうとこ（所を）モノオキや（だ）言うの

（のです）。一年中 喰うのを たあら（俵）積んで

しとると（して居ると）どいらい（大変）はりやいな

（張り合い、気持ちが）ええね（よいのです）。今し

は そいなもな（そんな物は）置かせんし（ないし）

箪笥や 着るもん（物）や 布団や言うけど（けれ

ど）まあ（もう）米も たあ（田）作っとる（て居

る）家ゃ（は）二十俵でも 三十俵でも モノオキい

（へ）入れるやんない（でしょう）そすと（そうする

と）麦も 十二、三俵つうつ（ずつ）取っても 皆、

喰うんやんかい（食べるのです）麦を。一年中喰うだ

け 詰めよおったんよって（詰めたのですから）物き、

納屋やなしん（でなくて）母屋の中い（に）床の間の

横い（へ）有りおったわい（有りました）。 

ものおきのこめかんだる【俚諺】やかましく言う。腹が

立つ [会話] しちやかまし（やかましい）とか は

ちやかまし（やかましい）とか言うて モノオキノコ

メモカンダル（でやる）よおに言うて。 

ものおこり【名詞】発熱。一定の時間になると生ずる発

熱。弛張熱。つきもん参照 [会話] とき作って（一

定の時間に）モノオコリな（が）してくんね（来るの

です）さぶけ（寒け）や、あっけな（発熱が）時間つ

くって（定めて）すんのを（するのを）モノオコリ。 

ものおじ（ものおぢ）（物怖）【名詞】物事に怖じ恐れる

事 

ものおしみ（ものをしみ）（物惜）【名詞】物を惜しむ事 

吝な事 

ものがなし【形容詞】なんとなく悲しい。[会話] あの
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ひた（人は）いつでも モノガナシそおん（に）しと

んなあ（している）言うて しおしおしとるとなあ

（していると）。しおれてしとるとなあ にっこり顔

もせんと（せずに）顔も よおあげんと（あげなく

て）おんない（居る）言うて。 

ものき 【名詞】物置場。納戸、家の中に有り殻物を貯

える所。ものおきの略訛（志（布施田、船越、鵜方、

越賀、志島、鵜方、神明、立神、甲賀、国府、安乗）、

鳥（国崎、答志）、阿、北）[会話] 物置き モノキ

い（へ）入れとけ（ておけ）言うて、押し入れの事。

つぶもん（穀類）を 入れよおったやんかい（入れて

居たで有りませんか）米や、麦や、豆やたら（とか）

言うてなあ それ 座敷の モノキい（へ）一杯入れ

てなあ。きもん（着物）や 櫃や 行李や言うて 押

し入れへ入れて モノキは 食うもん（物）を 一杯 

てんじょい（天井へ）迄つかえると てんじょい迄 

つかえとる（ている）言うて 喜んでなあ きんこや

たら 切干しやたら 言うて、たあらい（俵へ）入れ

て 一杯積むとなあ くうもんな（食物が）よれやも

んで（沢山なので）モノキ あけて 楽しみで。家の

中へ 六畳ぐらいのとこ（所）とお（戸）で 仕切っ

て 置くとこなあ（所を）モノキや（だ）言うて。 

ものくい【名詞】食べ物を食べる様子 食欲 [会話] 

モノクイナ（が）エエの（よいのは）なんでも（なに

でも）ほばくんのなあ（口に入れるのです）あや（彼

は）モノクイな（が）よおて（よくて）なんでも ほ

ばくって はごたあらやれ（だ）言うて。なんでも 

よお（よく）食べる事。よお 食べる事 はごだあら

や（だ）言うて、はご（豆殻）替えん（に）来ると 

むしろがますい（へ）詰めて、とっぺん（に）一杯や

っても ふたあ袋（二袋）か そこら（位に）皆 詰

めてくもんで（行くので）よお喰うと はごだあらや

（だ）言うて。 

ものくいなええ 何でもよく食べる ものくい参照  

（志（布施田）） 

ものくいなわり 嫌々食べる 食欲が少ない 

ものくさ【名詞】怠け者。どじもんぐさ参照（志（浜

島）、桑郡、桑市、員、三、四、鈴市、伊）[会話] 

仕事せんと（せずに）のらくらしとんのおを（してい

るのを）モノクサ どじもんぐさ（怠け者）。 

ものぐさ 【名詞】短くて、踵の無い草履。ものぐさぞ

うり [会話] モノグサ きれ（布）捲かんとなあ

（捲かずに）藁だけで はなわ（鼻緒）も 几帳面に

なあ むこおすげん（に）すんねけど（するのだが）、

藁を きれ（布）まかんと（捲かずに）そんなり（そ

のまま）したの（のを）はたけじょおりん（に）すん

の（するの）モノグサ。 

ものくさい（物臭い）（懶い）【形容詞】１）何かするの

がおっくうだ。面倒だ。気が向かない。（桑郡）２）

病気で気分がすぐれない。気色の平生ならざるをモノ

クサイと云ふは、方言にも俚語にも非ず。神代巻に不

平の二字をヤグサミ玉フと訓じ、履中紀に水土不調の

四字を合わせて、ヤクサミと訓ず。彼のモノグサキは

是等の文字なり（杉の落葉）。ヤクサミ 動詞のヤク

サム（病気になる、病む）の連用形の名詞化、病気に

なること、病気。（志（片田、布施田、甲賀）、伊）

[会話] ２）風邪引いて 頭な（が）やめる（病、痛

む）とか、喉な（が）わり（悪い）とか 鼻な（が）

張るとか言うのなあ（のです）。モノクサイ 今日は

まあ（もう）言うて。病気で 気分が悪りのおを（の

を）モノクサイ言うの（のです）。気持ちな（が）悪

りいて 仕事な（が）したない（したくない）時なあ

（を）モノクソオテ なんも（何も）したないね（し

たくないのです）。疲れるだけやなしん（でなくて）

病気やなあ（です）頭な（が）痛かったり 腹な

（が）痛いとか 肩な（が）凝るとか そいなのを

（そんなのを）今日は モノクソオテ（くさくて）言

うの（のです）。 

ものけ（物怪）【名詞】妖怪。もののけの訛。[会話] 

もののけ、なんやらん（なにかに）憑かれて来るやん

かい（来ます）。狐ん（に）憑かれたやら（とか）、モ

ノケん（に）憑かれて来て言うやんかい。なんやら 

憑きもんな（物が）しとんのかして（しているのか）

顔つきな（が）ちがわれ（違います）言うけどなあ

（言います）。狐な（が）憑いて来ると 顔な（が）

狐みたよな（のような）顔、つやがって（吊り上がっ

て）くんのなあ（来るのです）めえ（目）も つって

なあ 狐の顔ん（に）よお（よく）似てくんのなあ 

そして 家の中も 飛びあるいてくんねんなあ（来る

のです）。 

ものごい（ものごひ）（物乞）【名詞】他人に物をくれる

よう頼むこと。乞食。[会話] モノゴイ 乞食の事な

あ（です）物貰い言よおったやんかい（言って居たで

有りませんか）。 

ものごし（物腰）【名詞】身のこなし。ふるまい。態度。

[会話] 立ち振る舞いの ええにげ（よい人間）をな

あ モノゴシな（が）よおて（よくて）言うて。無作

法な人は モノゴシな（が）わりいて（悪くて）言よ
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おった（言っていました）。 

ものごと（物事）【名詞】大変な事。（志（布施田））[会

話] モノゴトや（だ）言うて、よけ（沢山）食べる

やんない（でしょう）そすと（そうすると）しやまあ

（それはもう）モノゴトやれ（だ）よさや（夜は）ピ

ーピーやれ（下痢だ）そやまあ（それは）。具合な

（調子、病気が）わりなって（悪くなって）来て 腹

な（が）いとなって来る（痛くなって来る）とか、下

痢して来るとか なってくるやろ（くるでしょう）。

そやまあ モノゴトやれ 言うの（のです）。よけ

（沢山）食べ過ぎて まあそや（もうそれは）モノゴ

トやれ（だ）そのなあ 喰い方な（が）しょおしょや

無いやんかあ（少々で無いで有りませんか）よさや 

モノゴトやどお（だ）吐いたり下したりしてくんど

（来るぞ）言うて。大変な事が起って来る 病気にな

る言うのと そいな事（そんな事）したら モノゴト

やれ（だ）言うて、仕事する時ん（に）なんか 変っ

た事すると モノゴトやなあ（だ）言うて。喧嘩な 

始まって来る時でも言うしなあ。まあそいな（もうそ

んな）事したり 言うたりすんなええけど（するのは

よいが）あの人ん（に）聞かれたら それこそ モノ

ゴトやれ（だ）言うて。そのばやい（場合）は 人の

わりくち（悪口）言うとる（言って居る）とか、やん

ない（でしょう）その人な（が）おらへんのん（居な

いのに）言うとると それこそ その人な（が）聞い

たら モノゴトやれ（だ）えらい事やれ（大変な事

だ）言うて。それこそ はだすかれんど（きつく怒ら

れる）言うて、モノゴトやれ はだすかれんど言うて 

大変な事が起ってくんど（来るぞ）言う事やわい（で

す）。 

ものさべし【形容詞】何となくさみしい。ものさみしい。

[会話] なんか（なにか）足らんなあ（不足してい

る）モノサベシなあ（です）言うて、葬式でも そお

しきどな（会送者が）無いと（少ないと）、おおた 

あの家の 葬式ゃ（は）もの足らんよおなかったなあ

（ようだった）言うし 祝い事しても さべしよおん

しとると（ようにしていると）モノサベシよおななあ

（ようだ）どいらい（大変）大祝いやけどなあ（だ

が）言う時な（が）有るんなあ（有るのです）。ごっ

つお（御馳走）しても もお 一品二品足らんよおな

時 もの足らんなあ言うてな なんか（なにか）もの

足らんおもたや（思ったら）、数の子な（が）無いわ

れとか うなぎの煮付けな（が）無いわれ 言う時ん

なあ（に）なんか もの足らん モノサベシなあ あ

あ 此れ 忘れとた（ていた）言うて 出す時な

（が）有るんなあ（有るのです）。 

ものしらず（無不知）【名詞】１）物事を知って居ない

こと。無知なこと。２）物の道理をわきまえないこと、

またその人。[会話] １）門徒 モノシラズ。なんも

（なにも）知らんのをなあ モノシラズ言うんなあ

（言うのです）。なに事でも 知らん人な（が）おる

わな（居ます）、あいな（あんな）事も知らんねやか

な（知らないのだろうか）思う人な（が）おるわな。

なんやかや（いろいろ）つね（いつも）に 心掛けと

る（ている）人は なんでも 憶えとるけど（ている

が）なんも 神経使わんと（わずに）ほかほかしとる

にげゃ（している人間は）なんも 知らんなあ（知り

ません）なんも 知らんね（のだ）あやまあ（彼は）

モノシラズやどお（だ）言うて。 

ものしり（物知）【名詞】広く物ごとを知っている人。 

ものしりがお（ものしりがほ）（物知顔）【名詞】広く物

事を知って居る様な顔つき 

ものずき（物好）【名詞】 １）多くの物に興味を示す人。

道楽者。（阿）２）普通のものと違った物を好むこと。

（阿）３）世話ずき。（南）[会話] １）なんでも 好

きで、人な（が）しとると（して居ると）なんでもし

て見る人を モノズキな（だ）言うの（のです）モノ

ズキなんなあ（なのだ）。モノズキで なんえでも

（何にでも）首突っ込んで言うて。 

ものすごお（ものすごう）【形容詞】ものすごく。大変

に。（鈴市、伊）[会話] モノスゴオ 嫌いなんてや

（なのです）あの すかんぴんや（嫌いな奴だ）言う

事は。 

ものだね（物種）【名詞】噂。噂の原因。または、なに

かの原因となること。[会話] 話のモノダネやれ

（だ）言うてなあ、珍し事すると 突飛な様な おと

ろし（怖い）様な事が有ったり 又 悲しい事な

（が）有ったりするとなあ、おおた 話のモノダネや

れ 言うて。嬉し事でも 悲し事でも有ると そいな

こた（そんな事は）忘れやせんやんない（ないでしょ

う）そやもんで（それで）おおた こや（これは）ま

あ 話のモノダネやなあ（だ）言うて。なんでも（な

にでも）そのした事な（が）嬉しかっても 忘れやせ

んし（ないし）、悲しいても 忘れやせんし そげん

（そんなに）して 記憶ん（に）残っとて（ていて）

何処いても（行っても）あの時ゃ（は）こおやってな

れ（だって）言うて。話な（が）出来るもんで 話の

種ん（に）なる言う事やわい（です）。 
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ものたらん（物不足）何となく不十分である。どこか不

満である。どことなく不満足である。物足りない 

ものつくり（物作）【名詞】耕作すること。田や畑で物

を作ること。[会話] いろんなもん（物）作るのをな

あ 畑のもんや（物だ）なんやすんのも（なにかする

のも）モノツクリ。あの人 モノツクリな（が）上手

でなあ言うてなあ 畑のもん（物）作っても、たあ

（田）のもん 作っても 上手な人な（が）有るわい。

そすと なんしたてて（なにをしても）モノツクリな

（が）よおてなあ（上手で）あのした（人は）言うて

なあ、同し事すんねけどなあ（するのだが）その人ら

な（が）すると 上手んなんねてや（になるのです）。 

ものでき【名詞】田、畑の収穫。[会話] ぢどこ（岩

盤）のとこい（所へ）土な（が）やってあると（入れ

てあると）、水な（が）すいてかせんもんで（すいて

いかないので）いつ迄 びちょびちょしとて（してい

て）モノデキな（が）わり（悪い）。 

ものとり（物取）【名詞】他人の所有物を奪い取ること。

盗みとること、又その人。盗人。[会話] モノトリ言

うな（のは）なんやかやをだ 人のもん（物）とてく

の（取って行くのを）モノトリや（です）あやまあ

（彼は）モノトリやよってん（だから）言うて 盗ん

でくのをなあ（で行くのをです）。 

ものとり【名詞】食欲。ものくい参照 [会話] 物喰い

（食欲）だけやなしん（でなくて）、モノトリ言わせ

んか（言いませんか）。 

ものとりなええ よく食べる 

ものどりなええ 海女の上手な人 沢山獲物を取る事  

（志（布施田）） 

ものとりなわり 食欲がない 食べ方が少ない 

ものなちがう 程度が違う。[会話] 着もんななあ（着

物がですね）銘仙とか 縞とか 木綿とか 絹とか言

うて しなもん（品物）のなあ（名称）が 違うやん

ない（でしょう）そすと（すると）モノナチガウ 言

うて。絹や（は）モノナエエ もんやなあ（よい物

だ）言うて。あのひた（人は）金持ちやよって（だか

ら）モノナ（が）エエもんばか（よい物ばかり）持っ

とる（て居る）言うて。 

ものにする 自分の物にする。習得する。手に入れる。

[会話] モノニスル。わがもん（自分の物）にする言

う事やわい（です）。あのおなごん（女に）惚れとて

（て居て）口説いて とおとお モノニシタんてわれ、

わがもん（自分の物）にしたんてわれ（したそうだ）

言うて。書道なろとて（習って居て）とおとお 金賞、

モノン（に）シタンてわい 言うて なんによらず 

わがもん にする言う事を。 

ものの 物の時間や距離を表す。数詞についてそれが取

るに足らない程少ない事を表す。たかだか。[会話] 

モノノ 二、三歩も行くと あしこやし（あすこだ）

言うて ちょいと（少し）行くと、モノノ五分も歩く

と行くし、モノノ 二、三間も歩いたら いかれ、た

ら（行くとか）言うて。ちょいと（少し）の事言うん

かいなあ（言うのでしょう）。 

もののけ （物怪）【名詞】人にとりついて悩まし、病に

したり、死に至らしめたりするとされるもの。霊。妖

怪。[会話] モノノケ言うのは、まあ（魔）のもんな

（物が）憑いて来たよおなのおを（のを）モノノケ言

うやんかいなあ（言います）狐つき。 

ものび（物日）【名詞】祝日、祭日など行事のある日。

休日。[会話] はんげんそおや（半夏生だ）とか、節

句や（だ）とか言うて まつり事する ひい（日）を 

モノビや（だ）言うてなあ。モノビは よけ（あま

り）畑い（に）行かんよんせな（行かないようにしな

ければ）言うて、休まそ（そう）言うて。モノビ え

てん（得意に）行く人な（が）有るよってなあ（有り

ます）。人の行かん ひい（日）にいて（行って）な

んか（なにか）とろ（盗もう）言うにげゃ（人間は）

モノビ  えてん 行くね（行くのです）。そやけど

（しかし）他の もん（者）は モノビいて（行っ

て）なんか（なにか）無いと かずかるよって（かこ

つけられるから）言うたりなあ。モノビいて（行っ

て）ちょいと（少し）でも 怪我すると 気病 病む

言う人も 有るし。 

ものほし【名詞】１）洗濯物を干す場所 ２）物干し竿

（上、阿、南） 

ものほしげ（物欲）【形容詞】何か欲しそうなさま 

ものほしざわ【名詞】洗濯物を干す竿。[会話] モノホ

シザオを、せんだくざわ（竿）。竿やなしん（でなく

て）さわ言うね（言うのです）。 

ものめずらし（物珍）【形容詞】１）珍らしい事 ２）

久し振りの再会 

ものもお（ものもう、ものまう）（物申）【名詞】正月、

年始に行って案内を乞う挨拶言葉。物申すの略（大言

海）（尾、南、熊）[会話] 正月になると 挨拶なな

あ（が）モノモオ言うと 返事な（が）どおれ言うの

なあ（です）。そんな（それが）仕来たりで そやだ

（それは）普通の人は言わせんねけどなあ（言いませ

んが）偉いさんらななあ（が）。 
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ものもち（物持）【名詞】１）資産家。多くの財産を持

っている人。（志（布施田）、鳥（国崎））２）長く一

つの物を持ち続けること。物を大切に長く使用するこ

と。（上、阿）[会話] １）モノモチ 金持ち 伊勢の

名物 赤福餅。金持ちの人らをなあ モノモチ言うや

んかいなあ（言います）。田地もよけ（沢山）有る、

なんもかも（なにもかも）よけ（沢山）有る人を あ

の人 モノモチでなあ言うて。 

ものもちなええ 物を大切に長く使って居る。[会話] 

物、大事に使うひた（人は）物、大事に使うよって

（から）モノモチハエエわなあ（よろしい）。モノモ

チナエエ言うて、なんもかも（なにもかも）大事にす

る言う事をなあ、あの人 てえねんしゃ（丁寧者）で 

なんもかも 大事ん（に）して言うて。鍬もて（持っ

て）来て 土なついとると（ついていると）てえねん

（丁寧）なひた（人は）、毎日、鍬もあろてなあ（洗

って）、昼は にげな（人間が）食うて よさや（夜

は）土な（が）食う言うて。土な（が）付いとると

（ていると）鍬な（が）いたむやんない（でしょう）、

そやもんで（それで）毎日洗いおったけど（居ました

が）今しゃ そいな（今はそんな）事しやせん（しま

せん）、物大事にしやせんね（しないのです）もちな

（が）わり（悪い）。 

ものもちなわり 長持ちしない 使い方が乱暴で手入れ

をしない 

ものもらい（ものもらひ）【名詞】１）乞食。（志（浜

島））２）麦粒腫。めぼ。めぼ参照（伊、尾）[会話] 

１）モノモライ言うな（のは）乞食。モノモライ言うや

んかい（言います）。モノモライな（が）よけ（沢

山）来て言うて。今しゃ（今は）なんもきやせんけど

（全く来ないが）。２）めええ（目に）出来るのも モ

ノモライ言うやんかいなあ（言います）モノモライな

（が）出来て言うて めぼ（麦粒種）の事を あげん

（あんなに）言うんかいなあ（言うのでしょうか）。 

ものや １）大変だ。２）立派な物だ。[会話] ２）物な

（が）ええなあ（よい）言うて、あや（あれは）モノ

ヤもんなあ（だから）言うて、ええもん（よい物）を

なあ。きもん（着物）ええもん着とると（よいもの着

ていると）あや（あれは）モノヤなあ（だ）言うて。

縮緬やたら（だとか）お召しや（だ）言うて 着とる

と（着ていると）、あの人 もの着て言うて しなも

ん（品物）の上等のもん（物）を言うねなあ（言うの

です）。 

ものゆい【名詞】言葉使い。（上、阿）[会話] モノユ

イな（が）わりなあ（悪い）言うて、言葉使いな

（が）わり、モノユイ言うのは 言葉使い。 

ものゆいずくない 無口だ 言葉数が少ない（志（布施

田）） 

ものわすれなええ よくものを忘れる 

もひとつ もう一つ。更に（北）[会話] モヒトツくれ

え（下さい）言うんかい（言うのですか）。一つくれ

ても こや（これは）美味い、モヒトツくれえ 言う

てな。後から願うの（のを）モヒトツくれえ 言うの

なあ（です）。モヒトツくれえ とか、モヒトツしと

いて（しておいて）行けとか言うてなあ。 

もひとり【名詞】今一人。もう一人。[会話] もお一人。

モヒトリ来るわい（来ます）とか、モヒトリ雇てくれ

え（雇って下さい）とかなあ もお一人言うのを モ

ヒトリ言うてなあ。 

もぶし【名詞】魚名。こぶだい。スズキ目の海魚。カン

ダイの成長した雄の稱。頭が瘤状に突き出ているカン

ダイ、ベラ科、全長６０ｃｍ以上になる。赤みを帯び

た紫色で斑紋は無い。雄は成長するにつれて頭部に大

きな瘤が出来る。（志（布施田、甲賀）、鳥（管島））

[会話] モブシ言う魚な（が）有るけどなあ（有りま

す）。こんぶな（瘤が）有る 魚の事言うんやんかい

（言うのです）。鯛みたいな（のような）魚で 頭い

（へ）ちょいと（少し）瘤な（が）有って、はだ

（鱗）の ちょいと（少し）青味のついた その魚 

モブシや（だ）言うて。がいに（たいして）美味ない

（美味くない）魚や（です）。モブシやよお（だ）鮨

のこおや（種だ）言うて。モブシな（が）鮨のこおん

（に）しょお言うても 美味かろかれ（美味くない）

言うて、よお言うもん（よく言います）。 

もまかす。もます 平地に波瀾をおこさせる。争わせる。

ごたごたをおこさせる。もめる参照 [会話] モマス。

もめごと おこさす（させる）。 

もまして 争わせて [会話] 人の家の事を いなん事

（不要の事）言うて モマシテ。 

もましとる 争をさせて居る 

もみあい（もみあひ）（揉合）【名詞】１）喧嘩 ２）混

雑しているさま もみやい 

もみあう（もみあふ）（揉合）【自ワ五】１）喧嘩する 

２）争う 競う ３）混雑する 

もみあがった １）盛り上がった。２）喧嘩が始まった。

もめる参照 [会話] ２）わりくち（悪口）言うて、そ

んな（それが）判って来て もみゃがってまあ モミ

アガッタ言うて。 
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もみいしゃ（揉医者）【名詞】按摩。[会話] 按摩やろ

なあ（でしょう）。モミイシャてやなあ（と言えば）、

鍼するひた（人は）はりいしゃ。 

もみいた（揉板）【名詞】衣類を揉みつけて洗濯するた

めの板。洗濯板。[会話] せんだく板。せんだくすん

のんなあ（洗濯するのに）モミイタ言うて、ぎざぎざ

ん（に）なって せんぎり（十分）揉んでなあ、ごい

ごい言うて 力入れてなあ、そして てえ（手）のか

あ（皮）剥きあるいて（剥いて）。 

もみかす【名詞】稲の実を包んで居る外皮。もみがら参

照（志、度） 

もみがら（籾殻）【名詞】稲の実を包んでいる外皮。（桑

市、四、鈴市、津、松、一、多、上、阿、張、名、度、

尾、南、熊）[会話] 米を たあ（田）から こいて

（脱穀して）来たのおを（のを）玄米にすんのを（す

るのを）モミガラ。米の皮や（です）言うと モミカ

ス言うてな 枕い（へ）入れたり。 

もみきってた 激しく腹痛を訴へて死んだ。激しい腹痛

を生じる。[会話] 腹な（が）いとおて（痛くて）モ

ミキッテタネ（のだ）言うて。 

もみきる 腹痛などで急死する。激しい痛みが生ずる。

しゃく参照 [会話] 腹の痛いの（のを）、癪な

（が）おこって せんしゃくや（だ）言うて、腹な

（が）いとおて（痛くて）せんしゃくで モミキル言

うて。 

もみくちゃ【名詞】【形容詞】揉んで目茶苦茶にするこ

と、またそのもの。[会話] モミクチャん（に）おお

たよお（会った）言うてなあ、紙でも ももぐったる

やんかい（丸めてしまいます）、ぐしゃぐしゃにした

んのなあ（してやるのです）。にげ（人間）も よけ

なあ（沢山）芝居みいんて（見に行って）混んだり 

物の見物に 行たおりんなあ（時に）、つむと（混雑

すると）おおた、人で人で モミクチャん（に）おお

たよお（会った）言うてなあ、あんまり（あまり）つ

むと 芋もむ位やなあ（だ）言うてなあ。 

もみこみやい【名詞】１）競争。特に出漁、帰港の時舟

と舟との競争。２）喧嘩。取り組みあい。[会話] ２）

喧嘩して モミコミヤイしとんねてない（しているそ

うだ）。１）モミコミヤイやなあ（だ）言うて、 人な

（が）よけ（沢山）混んどるとなあ（でいると）、わ

れ（自分）先い（に）入ろ（入ろう）言うて、 押し

やい へしやい（あい）すんのを（するのを）モミコ

ミヤイや（だ）言うて。もみこみ言うのは 人のよけ

（沢山）混んだり、しなもん（品物）でも、なんでも

（なにでも）よけ 混んどると（でいると）、おた 

こや（これは）もみこんどるやんかあ（でいるでない

か）言うてなあ。２）喧嘩すんのも（するのも）モミコ

ミヤイ 喧嘩して 取り組んでするやんない（するで

しょう）それをなあ モミコミヤイしとられ（してい

る）言うて。 

もみこむ【他マ五】１）揉み潰す。潰す。２）盛り上げ

る。勢いよくする。３）刺す様な腹痛を生ず [会話] 

１）子供らな（が）言う事 聞かへん（聞かない）時ん

（に）ごおなわいて（腹が立って）来ると、モミコン

ダロカ（でやろうか）、モミコンダンドオ（でやる

ぞ）言うて。２）モミコンデキタ言うやんかい（言いま

す）。にげな（人間が）よけ（沢山）寄って（集まっ

て）来るとなあ、始めのうちゃ（間は）ちょおいとお

ったけど（少し居たが）おそがけゃ（遅くからは）モ

ミコミヤイやれ（だ）言うてなあ。 

もみこんだろかあ 無茶苦茶にしてやろうか 叱る時の

言葉 もみこむ参照 

もみこんだんどお 無茶苦茶にしてやるぞ 叱る時の言

葉 もみこむ参照 

もみじちらす 血で染める。はだしか参照 [会話] は

だしか（裸足）参りして、足のひらな（裏が）ちいな

（血が）出て来て そとなあ（すると）モミジチラス

言うて、紅葉 散っとる（ている）言うて、血な

（が）ついて そこらな（付近が）紅葉のはあみたい

ん（葉のように）なっとんねやろなあ（なっているの

でしょう）。 

もみすりうす【名詞】米、麦を脱穀するための農具。と

うす。（志）[会話] もみ すんのは（するのは）モ

ミスリウス。モミスリウスで 籾すっといて（摺って

おいて）玄米ん（に）して 臼で搗いて 白米ん

（に）すんの（するのです）。臼すりん（に）なると 

はしこおてなあ（痛、痒くて）根本 持っとる（てい

る）にげ（人間）もとすりする  にげ（人間）一人 

舵取りで 舵とんね（とるのです）。そすと（する

と）こっちゃ（こちら）やれぎい（掴まえる棒）言う

てな 股ん（に）なっとんのおで（なっているので）

つられて（つかまえて）摺んね（摺るのです）もとす

りはなあ 舵 取って まあして（廻して）してなあ 

うすすりすんの（するのです）。 

もみだし【名詞】仕事ばかりする人。[会話] 仕事ばっ

かしとてなあ（ばかりしていて）モミダシやったもん

で（だったので）仕事は よおすんねけど（よくする

のだが）だめなさく（不潔で）で。 
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もみな【名詞】野菜を塩揉みしたもの。[会話] だいこ

ば（大根葉）を、だいこ（大根）のはあ（葉）を 塩

でもおで（揉んで）それを 刻んで 簡単にすんのを

（するのを）モミナ。 

もみやい（もみあい、もみあひ）【名詞】１）揉合。取

り組み合い。喧嘩。２）混雑しているさま [会話] 

２）人な（が）一杯 混んどる（でいる）時でも モミ

ヤイやなあ（だ）言うてなあ。人な（が）よけおって

（沢山居て）モミヤイして 入ったんよお（のです）

言うてなあ。１）喧嘩すんのも（するのも）モミヤイや

（です）口喧嘩ならええんけどなあ（よいのだが）モ

ミヤイして 喧嘩やったよお（でした）言うて、撲っ

たり どづいたり（叩いたり）してなあ すんのを

（するのを）。 

もみゃがる もみあがる。争う。けんかまく参照 [会

話] モミャガル言うと いいやい（口争い）する言

う事や。 

もめごと（揉事）【名詞】争いごと。ごたごた。騒動。

（志（布施田））[会話] モメゴトな（が）有って言

うて、喧嘩すんのをなあ（するのを）口喧嘩すんの

（するの）でも モメゴトな（が）有って言うて 争

い事やなあ（です）。争い事を モメゴト言うの（の

です）。 

もめる（揉める）【自マ下一】１）言い合いが起こる。

争ってごたごたする。人と人との間で不和が起こる。 

２）心配でいらいらする。気がモメル ３）生簀の中

で魚がもみあう。[会話] １）モメル。喧嘩でモメル。

あの家ゃ（は）財産取りやい（合い）で モメトンネ

テナイ（揉めて居るそうだ）言うて。嫁と姑婆と モ

メトンネテワレ（もめているそうだ）言うて。ごちゃ

ごしゃしとる（して居る）。喧嘩して もみこみやい

しとんねてない 言う迄ななあ（がです）。もちゃも

ちゃと 言い争いしとんのをなあ（して居るのを）モ

メル言うのなあ（のです）。２）気な（が）モメル言う

のも まあこや（此れは此れは）日な（が）暮れてく

のん（行くのに）此れしたらなはざんのん（してやら

なければいけないのに）気な（が）モメテ まあ言う

て。気な（が）せく（急ぐ）いらいらすんのを（する

のを）気な（が）モメル言うて、時間な（が）あろか

れ（無い）気な（が）モメテ来て言うて。３）かんこ

（舟の生簀）の中で 魚が一杯  かんこい（へ）よけ

（沢山）入れたら モメラレ（もめる）。モメテ 死

んでかれ（で行く）言うて。かんこなモメル言う時は 

魚な（が）よっけ（沢山）いっとる（入って居る）言

う事、入れ過ぎ。かんこな（が）モメテ モメル程 

獲ったんてない（そうだ）かんこな（が）モメル程 

活けとんねてない（活けて居るそうだ）言うて。もま

す。もめごと おこさす（させる）モメトンネテナイ 

もみあがったんてない 言うて。もましとんねてわい

（もまして居るそうだ）言うのなあ（のです）。はた

（側）のもんな（者が）わりくち（悪口）言うて そ

んな（それが）判って来て もみやがってまあ（もみ

あがって）言うて。人の家の事なれ（を）もまして言

うて そんな（それが）判って来て 今し（今）もみ

ゃがっとられ（て居る）言うて。 

もめんいと（木綿糸）【名詞】綿花をつむいで作った糸、

また、それを数本より合わせて作った縫糸。（三重県

全域）[会話] モメンイト言うと、木綿の糸なあ（で

す）。昔ゃ（は）モメンイトばっか（ばかり）つこて

（使って）木綿の きいみたよなのお（木のようなの

を）縫うねもんで（ので）糸もなあ ふっとおいの

（太いのを）しいおったけど（して居たが）今しゃ

（今は）ほっそおいの（細いのを）使うね（使うので

す）。生地も うっすいしなあ（薄いので）。 

もも（桃）【名詞】１）果実。果物。（志（波切、甲賀）、

鳥、一、度、伊、南、熊）２）吹き出物。腫れもの。

３）丸いもの。[会話] １）モモ 夏モモ すいみつと

お（水密桃）の事も モモや（だ）言うて。２）腫れる

と モモになったんてわれ（なったそうだ）言うて。

拳骨むくられて 頭な（が）モモん（に）なったよお

言うて、何処やら 打っても モモん（に）なったよ

お言うて。昔ゃ（は）石合戦すんので（するので）石

で打たれて モモん（に）なって言うて 腫れる言う

事言うんかいなあ（言うのでしょうか）。“おめこ は

っちん（蜂に）刺されて モモのよおに腫れて 医者

に診せたら あらまあ 大きな おそそだ事言うて 

匙投げたてな事 おっしゃりましたわね”言うて。昔

ゃ（は）モモ 言うと すいみつとおだけの事やなし

ん（でなくて）夏モモ言うて 今しで（今で）言うと 

やにももやなあ（です）あれを昔ゃ（は）モモや

（だ）言うて たまらんよおん言うて 喰よおったな

あ（食べて居ました）。わしら（私達）朝鮮でなあ 

なっとんのを（なって居るのを）なんのこなしん（な

に気なく）ぬすで（盗んで）懐い（へ）いれたや（入

れたら）はしこおて（はしかくて、かゆくて）はしこ

おて えげって（嫌になって）おや（俺は）やい な

っちゃら（何とか）してく程 はしかい言うて。モモ

のひげな（が）懐い（へ）ついて はしこおて、はし
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こおて えげって ふっつりと（絶対に）こいなもん

（此んな物）盗むもんやないなあ（もので無い）言う

て。はしこおて なっともかっとも しょおなないね

（仕方が無いのです）風呂入らな（なければ）なおら

せんね（治らないのです）弱ったね（困ったのです）。

なんでも なりもん（なる物）モモや（だ）言うて 

蜜柑でも モモや（だ）言うのなあ（のです）。子供

らん（に）あやれ（あれ）モモな（が）なっとられ

（なって居る）言うて。きこく（からたち）でも 実

がなって来ると きこくのモモな（が）なって来た言

うて あっこなって（赤くなって、熟して）来ると、

それを はると（張る、マリはる、つく）ぽおんと 

あがりおったやんかい（上がりました）。あや（あれ

は）針な（が）有って 危ないもんで（ので）垣ん

（に）。鉄条もお（網）した位やもんなあ（です）当

たられやせんね（当れません）。腫れる言う事を モ

モ。モモのよおん（ように）腫れた。 

ももくくだ 桃を含んだ。言いしぶる。[会話] 言いた

い事な（が）言いたそおな（に）しておって（してい

て）言わせん（言わない）のを モモククダよん（よ

うに）して 何んも（なにも）はっきりせんで（しな

くて）言うやんかい（言います）。言いたそおん

（に）しておって 言わせん時な（が）有るやんかい

（有ります）。言いたいねえけど（のだが）言やはざ

んし（言えばいけないし）言おかいなあ（言おうか）

言わまいかいなあ（言わずにおこうか）言うて、迷よ

とんのを（っているのを）モモククダよん（ように）

して なんも言わんと 言うて。 

ももぐりやい【名詞】喧嘩。[会話] 子供な（が）喧嘩

しとる（している）時は モモグリヤイしとられ（し

ている）言うの（のです）。 

ももぐる  １）くしゃくしゃにする。もんでしわにす

る。目茶苦茶にする。（志（布施田、片田、浜島、鵜

方、神明、立神、志島、甲賀、国府、安乗）、鳥（鳥

羽）、松、多）２）喧嘩する。[会話] １）モモグッタ

ンドオ（てやるぞ）言うて。くしゃくしゃん（に）着

るもん（物）でも しわだらけんの（ののを）着ると 

あやれ（あれ）モモグッテ しわだらけんの（のの

を）着とられ（着て居る）言うて。２）喧嘩しても モ

モグットンネてわれ（て居るそうだ）、モモグリヤイ

しとんね（して居るのだ）言うてなあ。１）なんやかや

無いと ごおなわいて（腹が立って）来ると モモグ

ッタレたら（てやれとか）言うて。 

ももじり（桃尻）【名詞】桃の実のすわりの悪い事から。

尻をもじもじさせて落ちつきの無い事。腰の落ちつか

ない人。辛抱の足りない人。桃の実の尻のすわらぬを

例えて言う（大言海）（志（布施田、志島、甲賀）、松、

阿、張、尾）[会話] もしょもしょと あっちゃい

（あちらへ）行き こっちゃい（こちらへ）行き 歩

くにげ（人間）を モモジリや（だ）言うて。座った

思うと 立って どこやらい（何処かへ）行き、又 

そこい（へ）座った思うと 又 立ってき（て行き）

するにげなあ（人間を）あやまあ（彼は）モモジリで 

一つも（少しも）じっとしとらせんね（して居ないの

だ）言うて。おちついて 座っとらせん（て居ない）

言うの（のを）モモジリや（だ）言うの（のです）。

気な（が）おおいね、ねえんかい（多いのでないので

すか）あちゃらや（あちらや）こちゃらや（こちら

だ）と歩いて 桃の尻や（は）とんがっとるよって

（て居るから）。梅も嫌いや（だ）桜も嫌い ももと  

ももとの  あい（間）が好き言うて。 

ももた【名詞】太腿。股。（志（鵜方、神明）、桑郡、桑

市、三、四、鈴市、津、一、松、多）[会話] 太腿の

事。モモタな（が）痛とおて（痛くて）言う人な

（が）有るんなあ（有ります）。 

ももたぶ【名詞】太腿の後部。肉の多い所。（南）[会

話] モモタブ言うの（のは）、ももの だぼだぼしと

るとこ（している所）言うんやろなあ（言うのでしょ

う）。後ろの 柔かい だぼだぼをなあ 尻のだぼだ

ぼあ（は）尻こぶた。 

ももづら【名詞】ひげ（髭）の生えて居る状態。桃に毛

が多い。 

ももづらひげ 【名詞】顔の側面に生えている髭。（志

（布施田））[会話] モモズラヒゲ。ほべたい（頬

へ）髭な（が）生えとんの（て居るのを）モモヅラヒ

ゲ生やして 不精もんやなあ（者だ）言うて 不精髭

や（だ）言うて。 

もものつけね（股附根）【名詞】鼠蹊部 太腿と下腹部

の接してくぼんで居る所 

ももひき（股引）【名詞】腰部から股部にかけて用いる

男子用の下ばき。[会話] 足 広げて てえ（手）広

げて 大の字になって かわらい（河原へ）バッチ干

したよおん（ように）して 寝とられ（寝ている）。

バッチ言うな（のは）モモヒキやしなあ（です）。 

ももんがあ【名詞】１）むささび。鼯鼠。２）化物。お

ばけ。 

もやい（もやひ）【名詞】１）二つのものを一つに組み

合わせること。（志（浜島、布施田）２）物を共有す
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る事（志（志島、甲賀、国府、鵜方）、桑市、員、松、

多、度、南、熊） 

もやいがさ（もやひがさ）【名詞】一本の傘を二人でさ

すこと。もあいがさ。相合傘。[会話] 傘の中い

（へ）ふたんな（二人が）入れて貰うのも モヤイノ

カサ。あいあい傘や（です）。 

もやいづな【名詞】舟を互いに連ねる時、又、岸につな

ぐための綱。（熊）[会話] モヤイヅナ言うのはなあ、

おもてな（先が）離れてかんよん（行かないように）

すんの（するのを）モヤイヅナ。 

もやいとる 二隻の舟を並べて連ねる。接岸して岸につ

なぐ。（尾）[会話] 舟と舟と 離れてかんよん（行

かないように）表い（へ）綱つけんの（つなぐのを）

もやいづな 取れ。モヤイトットケよお（とってお

け）言うて。離れてかんよん つないどく（つないで

おく）事をなあ。うち網や 南北でも まあみと さ

かあみとなあ 網を にはい（二隻）へ分けて 積ん

どて（でいて）、どお（櫓）漕ぐねけど（のだが）表

な（先が）開いてくもんで（て行くので）モヤイトッ

トケよお（取っておきなさい）言うてな、ひらいてか

んよおん。なんでもなあ ふたあつ（二つ）しとんの

なあ （しているのを）はなれさしたると（させてや

ると）、そや、もよとけ（くくっておけ）言うてなあ。

舟を岸い つけるのは 艫綱とれよお（取りなさい）

言うて。舟な（が）沖い（へ）行かんよん（ように）

しばんのは（しばるのは）艫綱とっとけ（とってお

け）言うて。表の方い（へ）つなぐのは かた舟（一

方の舟）と モヤイトットケ 言うて。舟な 離れて

かんよおん にはい（二隻）をつなぐ事を モヤイト

ル 言うのなあ（です）。 

もやいのかさ（もやひのかさ）【名詞】一本の傘を二人

でさすこと。相合傘。[会話] 傘の中い（へ）ふたん

な（二人が）入れて貰うのも モヤイノカサ。あいあ

い傘や（です）。 

もやいぶね（もやひぶね）（舫船）【名詞】二隻をつなぎ

合わせてある舟。[会話] 舟を ふたあつ（二つ）並

べて しばっといて（くくっておいて）じょおほお

（両方）から どお（櫓）漕んですんの（漕いでする

のを）もっそお舟を モヤイブネや（だ）言うて。 

もやう（もやふ）【他ワ五】１）共同する。共有する。

（志（布施田））２）よく似合う。適合する。３）舫

う。舟と舟とをつなぎ合わせる。又舟を岸の杭などに

結んで停泊する。むやうの転（大言海）（熊）４）男

女が仲よくする。[会話] ２）モヤウ。薬な（が）モヨ

テ（適して）咳な（が）治った言うのも有るし。１）両

方な（が）一緒ん（に）すんのも（するのも）モヤウ

言うしなあ（言います）。買い山（立木を買って薪を

作る）して、きい（木）積みすると もっそお組むの

を モヤウ言うし。３）舟を ふたあつ（二ケ、二隻）

並べて しばっといて（くくっておいて）そして き

い（木）を じょおほおんのおい（両方のへ）一杯積

んで じょおほお（両方）から どお（櫓）漕んです

んの（漕いでするのを）もっそお舟を モヤウ言うて

なあ もっそお組んで言うて。傘の中い（へ）ふたん

な（二人が）入れてもらうのも もやいの傘、あいあ

い傘や（だ）言うて。ふたあつ（二つ）を 一つん

（に）すんのを（するのを）モヤウ言うて。ふたんな 

もやいでしょおか（しましょうか）言うて、ふたんな 

する事を なかま（共同）でしょおか 言うたり、ふ

たんな モヤイしょおか言うたり。男とおなごな（女

が）なんすんのも（するのも）モヤイやよって（だか

ら）言うて、ヒトモヤイや（だ）言うて。その時ん

（に）俺も そんなかい（その中へ）モヨテくれえ

（下さい）言うて、仲間い（へ）入れてくれ 言うの

（のを）、俺も モヨテくれとか、びんしょこおてく

れ（便乗させて下さい）とか言うて。舟と舟と つな

ぎ合わすのも モヤウ。もっそお舟や（だ）言うたり

（言ったり）モヤウ言うやんかい（言います）。築港

へ止める時でも 隣の舟い（へ）モヤイ取ってくれ 

言うて、おもて（舟首）を モヤイ取ってもらおや

（もらいましょう）言うて おもてを ちょいと（少

し）綱 引っ張っとくのなあ（ておくのを）。 

もやかす（燃）燃やす 

もやがっとる 盛り上がっている。[会話] モヤガット

ル言うのは、たかばっとんのをなあ（高くなっている

のを）飯も よっけ（沢山）てんこもりすると もや

げて（盛り上げて）言うてなあ。盛り上っとる（てい

る）。こんもりとなあ しとんの（しているのを）モ

ヤガットル 言うてなあ。 

もやがる【自ラ五】１）もりあがる。高く積み上げる。

多くの人、動物が集まる。多くの人が興奮し、声援す

る。援助する。２）もえあがる。火が勢いよく燃える。

（志（布施田））[会話] １）荷物がモヤガル事を か

さばる。 

もやげて 盛り上げて。[会話] 飯 よっけ（沢山）モ

ヤゲテおこして（よこして）。 

もやげる【他ガ下一】盛り上げる。高く積む。[会話] 

砂をたっこおもんの（高く盛るの）、たっこお 盛っ
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てすんのを（するのを）、盛り上げる言う事を、 モ

ヤゲル。飯も、モヤゲル おおた モヤゲテおこして

（よこして）間崎な（地名が）めえやへん（見えな

い）言うて 御飯をたっこお もるやんない（でしょ

う）山盛りにすると 間崎な（が）めえやせん言うの。 

もやし【名詞】穀類などを水に浸し、日光を遮って芽を

出させたもの。もやしがたらん参照（志） 

もやしがたらん。もやしなたらん 薄馬鹿。もやしが足

りないと飴にならない事から。[会話] 大麦をなあ 

くざけといて（水に浸して）むさすと（蒸さす、発芽

させるために温かくする）めえな（芽が）ききっと出

てくんの（来るのを）それを モヤシや（だ）言うて、

ちょいと（少し）芽な（が）出て来たとこ（所）をな

あ（です）。それを出して 干して ひいて（粒にし

て）芋、炊いて こねると そんな（それが）芋の飴

ん（に）なんの（なるのです）それ しぼって 炊き

つめると。モヤシナタランと、飴んならへんもんで、

ちょいと（少し）あんごしの（馬鹿なのを）モヤシナ

タラン言うて。 

もやしんなっとる 布団を着て、怠けて寝て居る。寝て

いる。[会話] モヤシンナットンネテワレ（なってい

るそうだ）言うて、寝てばっかおって（ばかり居て）

どじもんな臭おて（なまけて）しとんのおを（してい

るのを）。モヤシンナットル（なって居る）言うな

（のは）寝たきりみたよん（のように）なっとんのや

ないの（なって居るので有りません）。まめなねえけ

ど（健康のだが）どじもんぐさ、なんもせんと（何も

せずに）おると、あやまあ（彼はもう）モヤシンナッ

トンネヤレ（なって居るのだ）言うて よお言うんな

あ（よく言います）。寝てばっか（ばかり）おると 

芽な（が）出てくんど（来るぞ）そげん（そんなに）

寝てばっかおったら言うもんなあ（言います）。しめ

りな（湿気が）出て来たり、ひげな（が）出て来たり

するもんで（ので）言うんやろなあ（言うのでしょ

う）あんで（あれで）。 

もやす【他サ五】焼く。（南）[会話] ひい（火）モヤ

ス。燃えんと（燃えずに）けぶりな（煙が）立つもん

で（ので）火吹き竹で 吹いたれ（てやれ）言うて 

焼くとか 炊くとか 焚くとか けぶりな（煙が）出

ると よけ（あまり）くすべんなまあ（くすぼらす

な）言うて。燃えんと（ずに）けぶりばっか（煙ばか

り）立って けぶたいやんな（けむいでしょう）はよ

（早く）火吹き竹で 吹いたれまあ（てやれ）言うて。

ひい（火）吹く顔で 戻された言うんどお（言うの

だ）言うてなあ、嫁さんな（が）ぷう言うて 吹いて 

ふくれた顔で 戻された言うんどお 言うて。 

もやもや【副詞】１）はっきりしないさま。不満のある

気持ち。腹だたしい気持ち。（志（布施田））２）一塊

りに集まって居る状態。[会話] １）今日はなんやら

（なにか）モヤモヤと雲な  して来たなあ。曇って 

雨な（が）降るよん（ように）して来ると、日和な

（が）わりなんのかして（悪くなるのか）雲な（が）

モヤモヤして来たれ言うてなあ。くうろい（黒い）雲

な（が）して来ると、雲な（が）モヤモヤして来たれ

言うて。ぼんやりしとる（している）とか はっきり

しやせんとなあ（しないと）。 

もよおし（もよほし）（催）【名詞】行事 興行 [会話] 

モヨオシな（が）あんねてわれ（有るのだそうだ）言

うて 今日は祭りやもんで（なので）モヨオシな

（が）あんねてわれ 言うて。 

もよおしてきた 前兆が表れた。陣痛が始まった [会

話] きざし モヨオシテキタ 御産する時でも ち

ょいと（少し）モヨオシテキタ言うやかんい（言いま

す）。 

もよおす（もよほす）（催）【自サ五】物事が起ころうと

する、兆す。[会話] 大便な（が）しとおても（した

くても）、おしっこな（小便が）したい時でもなあ 

もよおして来たよお言うて さきばしりな（前兆が）

して来たよお言うて へえへえるとなあ（屁すると）

もよおして来た言うてなあ。モヨオス言うのは その

事 した（したく）なって来た言うのを お産なんか

も 陣痛な（が）して来る時に まあ もよおして来

たなあ言うて。 

もよて １）共同して。（北）２）舟をつなぎ合わせて。

[会話] １）モヨテ行こやんかあ（行きましょう）言う

て。仲間で行こや（行きましょう）言う事を。買山し

ても モヨテ 車 曳いて行こや（行きましょう）言

う時も有るしなあ。２）舟で行く時もなあ にはいな

（二隻が）モヨテ 行こやんかあ 言うて、にはいな 

一つん（に）なって行こや（行こう）言うのを。舟い

（へ）乗せて貰う時でも まあ あの人ん（に）モヨ

テもろて（貰って）言うてなあ、仲間ん（に）なる 

まあ二つ 一つで行くのを モヨテ行こやんかあ言う

て。モヨテもらう言うのは 一緒ん（に）仲間い

（に）入れてもろて（貰って）買山 行くんけど（の

だが）まあ にはい（二隻）で 行くよおな事も無い

し まあ、いっぱい（一隻）で モヨテもろて（貰っ

て）行てこおや（来ましょう）言うてなあ。 



 2008 

もよてくれえ １）仲間に入れて下さい もよてする参

照 ２）舟を繋いで下さい 

もよてする 共同でする。一緒に仕事する。（飯）[会

話] モヨテスル。仲間でする。仲間でしょおや（し

ましょう）まあ モヨテクレエ（下さい）言うてなあ。

買い山すんのん（するのに）一軒で 十円も二十円も

言うと えらいもんで（大変なので）二、三軒で も

よおやんかあ（ましょう）言うてなあ。二、三軒でも

よて 十円な（の）の こおたり（買ったり）十五円

なの（ののを）こおたり もよて。俺家も モヨテク

レエ 言うてなあ 仲間に入れてくれ 言うのを。 

もよてもおて。もよてもろて １）仲間に入れて貰らっ

て ２）舟を繋いでもらって 

もよてもらう １）仲間に入れてもらう ２）舟をつな

いで貰らう（志（布施田）） 

もよとけ １）つないでおけ ２）仲間になっておきな

さい 

もよとる １）連れだっている。二つのものが並んでい

る。舟が接岸している。２）似合っている ３）仲間

になっている [会話] １）モヨトル言うのは 一緒に

なっとる（なっている）。一緒ん（に）なって もよ

てもろて（もらって）言うてなあ。傘でも 一つの傘

い（へ）入ん（る）のをなあ もやいがさ言うやんか

い（言います）。相合傘やら（だとか）言うて。 

もより（最寄）【名詞】１）近くのあたり。近辺。付近。 

２）会合する。集まる。催し。（松）[会話] ２）モヨ

リな（が）有って 今日は言うて。よりやどけな（集

合などが）有ると、モヨリな 有って言うと、みんな

な（皆が）よる（集まる）事を、会な（が）有って 

寄る（集まる）事を モヨリな（が）有る言うて。み

んなな（皆が）相談して よろやんかあ（集まりまし

ょう）俺家い（へ）言うて 寄るやんない（集まるで

しょう）、そいなのおを（そんなのを）モヨリな

（が）有って 寄っとんねよお（集まっているのだ）

言うて。 

もよりのうち【名詞】１）近くの家。２）集会場を提供

する家。[会話] ２）モヨリノウチや（だ）言うて、宿

（集まる所）する家を。俺家で宿するよって（場所を

提供するから）俺家い（へ）寄って来てくれえ（下さ

い）言うてなあ、その家を モヨリノウチ。よりよい

（集まりやすい）気安いよおな家いなあ（へ）宿して

もろてなあ（もらって）あの家い 宿してもらおやん

かあ（もらいましょう）言うて。 

もらい（もらひ）（貰）【名詞】１）他から金品を受け取

ること、またその物。２）収入。（上、阿）[会話] 

１）なんやかや（いろいろ）しなもん（品物）を貰う。

モライな（が）よけ（沢山）有って言うて、今日はど

いらい（大変）モライな（が）よけ 有って よかっ

たなあ言うて。２）収入言うのも 此の月ゃ（は）えら

い（大変）モライな（が）有ったなあ言うて。モライ

な（が）すけな（少な）かった言うて、 給料な

（が）すけない 時ん（に）。 

もらいご（もらひご）（貰子）【名詞】他人の子を貰って

養育すること、またその子供、養子。（鳥）[会話] 

もおて（貰って）来た子 貰いの子のこと モライゴ。 

もらいずて（貰捨）【名詞】贈物を受けて返礼しないこ

と。（志（布施田））[会話] なんやかや（いろいろ）

もろても（貰っても）返ししやへんの（しないのを）

モライズテや（だ）言うのなあ。モライズテで 気の

毒なのお（です）言うて。モライズテ、食いずて 言

うてなあ、食うてなあ れえ（返礼）しやせんな（し

ないのは）くいずてやなあ（だ）言うてなあ。へんぽ

お（返礼）よおせんとなあ（出来ないと）モライズテ

でまあ 言うて。 

もらいたがりや【名詞】何でも欲しい人 

もらいぢち（もらひぢち）【名詞】母親に母乳が出なく

て、他の産婦に子供の乳を飲ませて貰うこと。[会話] 

乳 貰いん（に）行くの（のを）。乳な（が）のおて

（無くて）、乳 飲ましてくれえ（下さい）言うて、

今しみたよん（今のように）ミルクや（だ）なんや

（だ）言うて 無いやんない（無いでしょう）。そや

もんで（それで）親な（が）どこやかや（何処かへ）

ほっといてくとなあ（ほうっおいて行くと）ちのみ児

（乳飲み児）あずかると 乳な（が）よけ（沢山）有

るよおな 家いなあ（へ）気の毒なけど（だが）飲ま

してくれえ 言うてなあ。モライヂチん（に）行きお

ったの（行って居たのです）。てえねん（丁寧）に 

重湯炊いて さと（砂糖）ちょいと（少し）入れて 

飲ます家もあよおったけど（有ったが）まあ そいな

世話（そんな面倒）な事 よおせんやんない（よくし

ないでしょう）。そやもんで（それで）あの家ゃ

（は）よけ（沢山）あんねてわい（有るそうだ）言う

と、気の毒なけど 飲ましてくれえ（下さい）言うて 

飲ましてもらいんきおったの。親な（が）死んでて

（でいって）無いとかなあ そいなこお（そんな子）

の、のおを（のを）モライヂチ言うてなあ 乳の足ら

ん家の こおやとか（子だとか）。 

もらいて（もらひて）（貰手）【名詞】貰う人。嫁にもら
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ってくれる人。[会話] くさやぶきとると（壊すと）

モライテな（が）よけ（沢山）有って 煤竹 皆 も

らいんて（貰いにいって）。 

もらいどく 貰って得すること。返礼をしない事。

（張）[会話] モライドクやなあ（だ）こやまあ（こ

れは）言うて。れえせんと（御返しせずに）もろてば

っかおんの（貰ってばかり居るのを）モライドク。 

もらいび（もらひび）（貰火）【名詞】１）他所から移し

て来る火。２）自分で火をおこさずに移して来る火。

[会話] ２）モライビ言うと ぱっとして来たのおえ

（のへ）はぎ（小枝）の 乾いとんのお（ているの

を）やると、火な（が）ぼっと ついて来るやんかい

（来ます）それを モライビや（です）。 

もらいぶろ【名詞】他人の家の風呂に入れてもらう事 

もらいみず（もらひみづ）（貰水）【名詞】他人の家の井

戸などから水を貰って汲む事 

もらう（もらふ）【他サ五】貰う（三重県全域） 

…もらえるやろか してもらえるだろうか 

もらお 貰おう 

もらおかい。もらおかな（女性語）。もらおかれ 貰い

ません 

もらおや 貰いましょう 

もり（守）【名詞】１）子供の守りをする事、またその

人。（志（布施田、立神、甲賀）、南、熊）２）面倒を

見る事。世話すること。（津）[会話] ２）漁師のモリ

すんの（するのは）えらい（大変だ）。１）こお（子）

のモリ。子守りやとか（だとか）２）病人のモリやとか

（看護だとか）堂守りとか 寺のモリ 納屋モリ。

“納屋もや（守りは）にげかれ（人間か）とおやか

（とうやく、しいら（魚）は）ゆを（魚）かれ”言う

て。とおやくを 美味ないんやろなあ（ないのでしょ

う）とおやか ゆおかれ 納屋もや にげかれ言うて 

納屋モリする にげ（人間）を言よおった（言ってい

ました）。納屋モリ にげかれ言うて、ちょいと（少

し）まずいのおな（馬鹿なのが）納屋モリしとたもん

で（して居たので）とおやか（とうやくは）魚で一番

の下（げ）やもんで とおやか ゆおかれ 納屋もや 

にげかれ言うんやろ（言うのだと）思うわい（思いま

す）。 

もりおび【名詞】子供を背負うための帯。（松、上、阿、

張）[会話] こお（子供）負ぶ帯をなあ。木綿のなあ 

縞んのおを（ののを）しいおったけど（して居ました

が）、そいなの（そんなのを）すんな（するのは）お

っそおやわい（遅くからです）。ええ（よい）家は 

縞こおて（買って）するし 無い家ゃ（は）とおさん

な（父の）あがり（お古）でなあ こお 負ぶ帯や 

モリオビや（だ）言うて 子供負ぶ帯を モリオビ。 

もりきり（盛切）【名詞】飯などをよそう時、一度だけ

よそう事。おかわりなし。[会話] 山の神の モリキ

リや（だ）言うて、一杯（沢山）もやげて（盛り上げ

て）もると（よそうと）モリキリや言うて。 

もりする １）子守する。２）看護する。介護する。世

話をする。（上、阿、張）[会話] １）こお（子供）の

もり、子守りに行たりだ。２）人の世話するのも（面倒

見るのも）モリスル言うて。年寄りの世話（面倒）せ

んならん（しなければいけない）言うの（のを）。年

寄りのモリ、せんならんので、 えらいわ（大変だ）

言うて。世話する事をなあ まあ ほん（本当に）大、

小便をもらすので その世話すんのん（面倒見るの

に）よわるわい（困ります）、どっこも（何処へも）

行かれやせんわい（行けません）。 

もりつけ（盛付）【名詞】１）料理を皿、鉢などに整え

て入れること。２）綺麗に見せるように並べること。

[会話] １）ごっつおすんのんなあ（御馳走するのに）

料理人な（が）膳へ いろいろ、もんのを（盛るの

を）モリツケ。料理人たので（頼んで）あの人ん

（に）モリツケしてもらえ言うて 膳、組み立てんの

おを（るのを）綺麗に並べるのおを。 

もりのちん【名詞】１）子守の給料 ２）背負った子に

背中にされる小便 

もりまね【名詞】御飯をよそうまね。格好だけする事。

[会話] 一膳飯 喰うな言うて モリマネでもすやえ

えの（すればよいのです）。 

もりもん（盛物）【名詞】神佛の前に供える物 菓子、

果物を盛って供する もりものの訛 

もりもんだい（盛物台）【名詞】神佛に供える物を乗せ

る台（志（布施田）） 

もる（盛）【他ラ五】１）よそう。高くする。（度）２）

薬を調合する 飲ます [会話] １）飯モル、人参モル

言うて。人おだてんのをなあ（おだてるのを）人参も

って言うて 言うやんない（言うでしょう）。人おだ

ててすると あやまあ（あれあれ）人参もってまあ

（もう）言うて。飯モル 汁モル なんやかやを、あ

んのを（有るのを）もっても もやげて（盛りあげ

て）言うて。人のわりくち（悪口）言うて 喧嘩さす

のを（させるのを）人参モル言うし。おだてて 人ら

喧嘩さすやんない（でしょう）そいなのを（そんなの

を）人参もられて言うて。もんのな（もるのが）上手
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なよってん（だから）言うて。人、喧嘩さすのん

（に）色々の事言うて おだてたり わりくち（悪

口）吹き込んで あやまあ（彼は）あげなねよって

（あんなのだから）こいなんよって（こんなのだか

ら）言うて 言うと、それ まともん（正直に）して 

喧嘩したりすんのを（するのを）人参もられて 言う

てなあ（言います）。 

もれ（漏）【名詞】１）もれること。脱落すること、ま

たそのもの。２）見落し 

もろ 全部。真正面。 

もろ【名詞】むろの訛 むろあじ、むろあじ参照 

もろいかせぎ【名詞】ぼろ儲け。沢山利益の有る事。

[会話] ぜんもおけな（金儲けが）よけ（沢山）有る

時 モロイカセギやなあ（だ）言うて よけ（沢山）

稼ぐ事なあ（です）。 

もろこ【名詞】好き嫌いなく何でもよく食べる子供 

もろじき【名詞】甘い物。辛い物。両方とも好きな人。

じきはすきの訛か 或いは食か [会話] 甘いもん

（物）も、好きなし（だし）。辛いもんも 好きなの

おを（のを）あや（彼は）モロジキやどお（だ）言う

やんかい（言います）。甘いもんも よけ（沢山）食

うて、酒ものおで（飲んで）言うて なんでも食う人 

あや（彼は）モロジキやよって（だから）言うやんか

い。 

もろた もらった。もおた参照（志（浜島）、鳥、桑郡、

桑市、鈴郡、鈴市、亀、安、津、一、多、張、度、伊、

北、尾、南、熊）[会話] 許して貰うの（のを）こら

いて（許して）モロタ。 

もろたら 貰ったら。[会話] 嫁 モロタラ よんでく

れえ（招待して下さい）。俺家も モロタラ はんぶ

くれえ（半分下さい）言うてなあ。 

もろたり 貰ったり 嫁モロタリ、婿ん（に）いたり

（行ったり）。 

もろたんこ 貰らったのですか [会話] おおた そげ

んよけ（そんなに沢山）モロタンコ。 

もろたんてわれ 貰らったそうだ 

もろて もらって。（志、三、津、松、上、伊）[会話] 

味噌しこむ 豆を蒸してモロテ、塩入れて 水入れて 

こねまわして 喰うよおん（ように）すんのを（する

のを）しこむ。 

もろてから 貰って行きます。[会話] くれの（下さ

い）言うて、そんなら（それなら）やらら（あげま

す）言うて。そすと（すると）モロテカラ言うて 頂

いてきます（頂いて行きます）言うのを、モロテカラ。 

もろてから 貰ってから 

もろてく 貰って行く。 

もろてこ 貰って行こう。[会話] 自分でする時ゃ

（は）モロテコ言うて もろてけ（貰って行け）言う

な（のは）人に言う事。 

もろてこん もらって行きましょう 

もろてもおて 貰らって貰らって 

もろてもらう 貰ってもらう、娘モロテモラウ 

もろてもらわんならん 貰って貰わなければいけない 

もろとく 貰っておく 

もろとる 貰らっている 

もろに【副詞】はずれるところなく、全面にそうなるさ

まを表す語。完全に、まともに、非常に、すべて。

（上、阿） 

もろはら【名詞】両肌。上半身。はらは、肌の訛 [会

話] どお（櫓）漕んどても（でいても）あつなって

（熱くなって）来ると、肌のぎかける（脱ぐ）言うて

な、かたはらのんで（片肌脱いで）する時も有るし。

モロハラ言うと じょおほお（両方）のんだんの（脱

いでやるのです）。 

もろぶた【名詞】長方形の浅い木の箱。餅などを一時的

に並べて用いる事が多い。（南、熊）[会話] モロブ

タなあ（ですか）、かけごの事。かけごの事を モロ

ブタや（だ）言うてなあ。モロブタやたら（だとか）

さましや かけごやたら（とか）言うて。鮨 並べん

のん（べるのに）モロブタもて来い（持って来い）言

うて。きい（木）で 厚っつうして（厚くして）こさ

えてあんのな（作って有るのが）あるやんかい（有り

ます）。餅や、あられする、その鏡餅を 延べよおっ

たの（延べて居たのです）。それを さましや（と）

言うたり、かけごや（と）言うたりするけど（が）、

昔の人ら モロブタや言うて。モロブタん（に）一杯

もろて（貰って）言うて、よお言うやんかい（よく言

います）。鮨やどけも（なども）モロブタい（へ）切

って並べてなあ。 

もろもお【感動詞】正月年始の挨拶。ものもおの訛  

（志（越賀、浜島）、鳥、北、尾）[会話] ついたち

（元旦）に、入る時 モロモオ言うと どおれ言よお

ったんてわい（言って居たそうです）。 

もろもろ【名詞】あらゆる事。多くのもの。[会話] て

え（手）で モロモロを 真似して 喋る人な（が）

あるわい（有ります）。 

もん【名詞】もの。物。者。（三重県全域）[会話] も

の言うの（のを）皆 モン。モン言うて キモン（着
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物）。あのモン（者、物）言うて、なんえでも（なに

にでも）モンつけんのなあ（つけるのです）。品物 

シナモン言うし。こげなモン（こんな物）あげなモン

（あんな物）皆、モンや（です）。そすと（そうする

と）こんだ（今度は）人でも あげなモンな（あんな

者の）言うこた（事）聞かんでもええわれ（なくても

よろしい）。あげな（あんな）モンな 言うこた（事

は）皆 嘘っぱちやれ（だ）言うて。もの言うな（の

は）皆、モン。モン 言うね（のです）。あのモノ言

うのを、あげなモン言うね（のです）。こげなモン

（こんな物）こしゃえて（作って）なとすんねど（ど

うするのだ）言うて。 

もん（紋）【名詞】しみ。衣服などに飲食物をつけた時

に出来るしみ。 

もん（悶）【名詞】病気。発熱。[会話] モンなおこる、

モンかい（ですか）。熱な（が）してくんのを（来る

のを）モンな（が）おこる言うて。今日は 此の子な

（が）モンな（が）おこって 親な（が）守しとんね

よお（見付け役して居ます）言うて。子ららな（子供

が）熱な（が）して来ると モンなおこって。モンな

おこって 今日は親な（が）守しとらなはざんわれ

（して居なければいけない）言うて。 

…もん 文末に有ってだ、だから、のだ（志、三、鈴市、

阿、伊、度） 

もんか ものか 文末に有って否定を表す（三、員、鈴

市、阿、伊、北、尾、南） 

もんがおこる 発熱する もん悶 参照（志） 

もんがまえ（もんがまへ）【名詞】門。[会話] 門な

（が）かど（入口）に有る家をなあ、あの家ゃ（は）

モンガマエで言うて。モンガマエで がちっとしとら

れ（している）言うて。かどい（入口に）門つける家

なあ（です）、モンガマエの家い（へ）入って言うや

んかい（言います）。 

もんがり【名詞】漁具。海底の獲物（なまこ、海藻な

ど）を引っ掛けて取る。竹を櫛状に並べ、重りをつけ

たもの。[会話] モンガリ言うて、三角のもんしとい

て（物しておいて）下い（へ）竹の爪を しといて 

おもいし（重石）つけて それ とごらしといて（沈

めておいて）舟で どお（櫓）漕んで（漕いで）引っ

張んのを（るのを）モンガリや（だ）言うて。モンガ

リで てぐさ かけん（に）行く言うて。てぐさ引き

の モンガリ。こげた引きん行く言うて。モンガリを 

引いて おば（天草）を そんで（それで）むしって

来て おばかずきや（だ）言うて。ふっかいとこやな

けな（深い所でなければ）おばは無いねてや（無いの

です）。そすと（そうすると）ふねど（舟人、舟で行

く海女）の人らな（が）もお（藻）干したよおん

（に）此の浜へ 干しおったわい（干して居ました）。

ほすと ほれ 体な（が）すくと（暇になると）叩く

のん（に）来てくれ言うて 舟人の家い（へ）雨な

（が）降ると よお頼まれおった（よく頼まれて居ま

した）。雨降りん（に）はよ（早く）てぐさ 叩くの

ん（のに）来てくれえ（下さい）言うて 渡さんなら

んもんで（渡さなければいけないので、出荷するのに

商品にするため）株やしゃりな（小砂が）ついとんの

なあ（付いて居るのを）槌で  つつくんてや（つつく

のです）そして ふるて（ふるって）渡すよん（よう

に）してすんの（するのを）よおたのまれてきおった

わい（よく頼まれて行きました）。しゃり言うななあ

（のはですね）しゃりみたよなもん（のような物）、

てぐさのもとい（根元へ）つくわい（付きます）。そ

れを 槌でつつくと  ぼろぼろと 取れてくんてや

（取れて行くのです）。まがりの みたよなのおの

（のようなのの）ちっしゃあいのな（小さいのが）皆 

付くね（付くのです）。それを 皆 槌でつついて 

ふるて（振って）渡す時ん（に）なると じっぱん

（立派に）して、渡さなはざんやんない（なければい

けないでしょう）。そやけど（それだが）今しゃ（今

は）おばやどけ（など）めったん（絶対に）かずかせ

んなあ（採りません）。 

もんごいか【名詞】烏賊。コオイカの一種。胴長約 18ｃ

ｍ、胴は楕円形で周囲に鰭が有る。胴の後端に甲らの

先が突き出る。生きている時は暗褐色で雄にはさざな

み状の横縞が有る。ごいか。 

もんだい（問題）【名詞】１）争いのもと。２）迷惑。

[会話] １）あやまあ（あれは）モンダイやれ（だ）あ

げな（あんな）事言うて 言うてなあ。聞かれたら 

それこそ モンダイやれ（だ）言うて。喧嘩ん（に）

なってくんど（来るぞ）言うのを モンダイやれ 言

うて。まあ（もう）あいな（あんな）事 言や歩いて

（言って居て）本人 な（が）聞いたら 又 喧嘩で 

もみやがってくんねやれ（盛りあがって来る）言うの

を モンダイ言うて。 

もんだる もぐ、もいでやる [会話] 男の子らな

（が）おっちゃく（横着）すると、わるいたりする時

ん（叱る時に）鼻モンダンドオ言うて。 

もんだる もんでやる。もいでやる。揉んでやる。 
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もんで【接続助詞】ものだから。もので。接助。もので

の転。意味、用法はものでに同じ。もので。接助、活

用語の連体形に接続する原因。理故を表す。（志、鳥

（加茂）、三、四、鈴市、安、津、一、松、多、度、

伊、北、尾、南）[会話] そやモンデ（それだから）

言うて そいなね（そんなの）モンデ はざんねやん

かあ（駄目なのだ）言うたり。 

もんどいてた 揉んでいった 目茶苦茶にしていった 

[会話] 此の風 えろおて（大変で）たあも（稲も）

モンドイテタ。 

もんどく 揉んでおく 

もんどけ 揉んでおけ 

もんどこ １）揉んでおけ ２）揉んでおこお 

もんどり。もんどりかご【名詞】漁に使用する竹籠。鰻

等を獲る。一度入ると出る事の出来ない構造。（志

（立神、甲賀）、桑郡、桑市、鈴市、亀、安、津、一、

飯、松、上、張、名、度、北、阿）[会話] 鰻やなん

や 獲んの（獲るのを）竹の筒で あれも モンドリ。

鰻のはいんのなあ（入るのを）モンドリカゴなあ（で

す）。モンドリやって（仕掛けて）言うて。 

もんどり【名詞】１）転倒する。２）一生懸命 [会話] 

２）モンドリうっとられ（打って居る）言うて。それ 

とんのん（取るのに）モンドリ打ったんよお（打っ

た）言うて モンドリうちゃあるいて（打ち歩いて）

おら（俺は）此れしたのん（に）言うて その時は 

いっしょけんめ（一生懸命）なった言う事やんかい

（です）。 

もんな ものが。者が。物が。[会話] あげな（あん

な）モンナ来たてて（来ても）なんになろどれ（なん

になるのだ）言うやんかい（言います）。あげな モ

ンナ なんも（少しも）うまかろかれ（美味いことが

あるものか）言うてなあ うまないもん（まずい物）

見るとなあ。なんも（少しも）間に合わんにげ（人

間）あげな（あんな）モンナなあ言うて 間に合わん

もんや（者とか）わりもん（悪い物）を言うのなあ

（です）あげな（あんな）モンナ言うて。 

もんなおこる 発熱する。もん参照 もん。悶。もだえ。

ひどく苦しみ、なやむ事。（志（片田、布施田、甲

賀）） 

もんなし（文無）【名詞】一文無しの略。貧乏な事、又

その人。 

もんの ものの。（者、物）（員）[会話] あいな（あん

な）モンノ、もん（物）貰うな言うて。あげな（あん

な）モンノ した事 間にあおかれ（合わない）言う

たりなあ。 

もんび（紋日）【名詞】物日の転。祝い事や祭りなど、

特別の事が行われる日。（志（志島、甲賀、安乗）、員、

阿、張、名、北）[会話] 今日はモンビで言うて、祭

りの事を モンビや（です）。節句やとか（だとか）

そいなのおを（そんなのを）モンビや（だ）言うて。

モンビにゃ（には）畑い（へ）いかんもんやれ（行か

ないものだ）言うて。祝日やとか（だとか）節句やと

かなあ（だとかの）、ひい（日）を モンビや（だ）

言うて。そいなひい（そんな日）には 畑いいかんと

（行かずに）休んで 家仕事（家の中の仕事）したり

すんのを（するのを）、モンビん（に）畑い（に）い

かんでええわれ（行かなくてよろしい）言うて。盆や

正月も モンビやわい（です）。祭り事する時やよっ

てなあ（だから）。 

もんめ【名詞】重量。（大言海）文目の義。銭の一文よ

り起った語 

…もんや ものだ。禁止と程度と二用途あり。（阿）[会

話] モンヤ言うな、なになにしたモンヤ（だ）とか、

こいなモンヤ（だ）言うて。 

もんやさけん ものだから。[会話] あいな（あんな）

モンヤサケン、そげな（そんな）事言うねやれ（言う

のだ）言うて。 

もんやで なので 

…もんやねえ １）そんな物（者）でない ２）そうで

すね 

もんやれ ものだ 

もんら【代名詞】者達。者等。（志（畔名））[会話] あ

げな（あんな）モンラな（の）言う事言うて、人間で

も わがと（自分）気に入らんにげゃ（人間は）あげ

なモンラ言うて。相手を はんぶ（半分）ののしっと

る言うわけや（です）。あげなモンラ言うんよって

（言うのだから）。 

 


