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ら 
 

ら ら行はだ行だと混同して居る。ら行の発音不確実。 

（志） 

…ら（等）【接尾語】など、おおよそを示す。今日日

ラ 

…ら【助詞】文末に有って、言い切った形を表す。行

カラ（行きます）泣カラ（志、南） 

…らい らへ、場所を示す。此処ライ。 

らいおお【名詞】いたんどり すいば すいすい参照 

[会話] ライオオのきい（木）を、すいすい言うて、

なかな（中が）すいすいなたっとんの（空洞になっ

ているのを）かあ（皮）剥いて 噛むとすいて（酸

っぱくて）。 

らいこ（だいこ）【名詞】大根 だいこ参照（鳥） 

らいたら（だいたら）抱いたら（志） 

らいたら（だいたら）出したら 

らいたる（だいたる）抱いてやる。 

らいたる（だいたる）出してやる。 

らいね（だいね）【名詞】来年 末尾んの省略（志

（布施田、立神）、鳥、尾）[会話] ライネ。来年

の事 言うたら（言ったら）鬼な（が）笑う言うて、

ライネ 来月 さらいね（翌々年）。ライネ言うの

（のです）来年言うて“ん”は つけんと（付けず

に）ライネ サライネ 初午やてない（だそうだ）

言うて。ライネ言う人と だいね言う人と だいね

言うなあ（言います）。たいがい（大体）だいねな

あ（です）。だいねな（の）しょんがつ（正月）ん

（に）なったら 言うて だいね それから だい

げつ（月）とか。 

らお【名詞】煙管の火皿と吸い口をつなぐ竹の管又そ

れに使う竹。羅宇 らう [会話] らふ らふだけ 

言うね（言うのです）ラオの事を、あや（あれは）

盆にする 笹舟のあれ（竹）や（です）なけな（な

ければ）はざんね（いけないのです）、ほかん

（の）のおわ（のは）節な（が）有ってはざんの

（駄目なのです）笹舟流す眞竹や（で）なけな は

ざんの。らふだけ言うてなあ 眞竹は節な（が）無

いねよってん（のだから）それを 笹舟ん（に）す

んねやんかい（するのです）。 

らかえる（だかえる）抱える。抱く。 

…らかす 動詞について動作をする意を表す。 

らくがん（落雁）【名詞】米、麦、豆等穀物を粉にし、

水飴、蜂蜜等を加えて形に入れ押した菓子 初め黒

胡麻を入れそれが、黒点となり、雁が列をなして地

に降りる様に似ている所から。[会話] ラクガン言

うと 米のこお（粉）で練ったかしん（菓子）、昔

ゃなあ（は）葬式や（とか）結婚式や（とか）言う

となあ、ラクガン。結婚式や（だ）言うと 鶴や亀

や 日の出するし、葬式は 人参や（とか）ごんぼ

（牛蒡）や 蓮華（蓮）や、うれい花（忌花）すん

の（するのです）、昔ゃ 皆 それやったの（でし

た）、結婚式や、年忌や言うても 葬式でも七日ん

（に）行くと くれえおったやんかい（くれて居ま

した）。 

らくさつほしょおきん【名詞】落札保証金、入札し落

札したが不要になり、落札を辞退する時の違約金。

[会話] 札入れても 要らんで、しょんべするやん

ない（違約するでしょう）。そすと ラクサツホシ

ョウキン言うのな（が）有って、その保証金を出す

と しょんべしても（違約しても）ええんやんかい

（よいのです） 

らくじん（楽人）【名詞】生活のため働く必要がなく

安楽に暮して居る人。  

らくちん【名詞】【形容詞】楽だ（志（布施田）） 

らくにしたてくれえ 死なせてやって下さい 

らくにしてもらう 死なせて貰う、永眠させてもらう 

らくにする（楽）１）正座をくずして楽に座る。あぐ

らで座る。（志（浜島）、鳥（坂手）、桑郡、員、阿、

張、名）２）早く死なせる [会話] ２）ラクン

（に）シタラナ（してやらなければ）かわいそげな

れ（可哀想だ）言うて、病んでしとる（して居る）

人らを、まあ（もう）早よ（早く）ラクン（に）シ

テホシナア（して欲しい）したて（してやって）欲

しなあ、かわいそげ（可哀想）で 見とんのん（見

て居るのに）言う時も有るんなあ（有ります）。住

生させて（死なせて）欲し 言うて。１）きちんと座

っとる（て居る）と、ラクン（に）センカイ（しな

さい）言うて 膝 割って おっきい（大きく）な

って、楽ん（に）座ってくれへ（下さい）言うのを、

ラクン（に）シテオクレ（下さい）言うて。 

らくにすわる 胡座をかく。（志（浜島、鵜方）、鳥、

（坂手）、上、阿、張）正座をくずす [会話] ラ

クニスワル 言うな（のは）、胡座かいたり 横尻
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かいたりすんのなあ（するのです）。正座せんと

（せずに）すんのな（するのを）ひざわれ 言うね

やろん（言うのでしょう）。ひざわって 楽ん

（に）してくれえ（下さい）言うやんかい（言いま

す）男の人ら おおいざ（胡座）かけ（で座れ）言

う事やわいなあ（です）ひざわれ言うな（のは）。 

らくにすわれえ。らくんすわれえ 胡座で座って下さ

い。 

らくになる。らくんなる 死ぬ（志（神明、立神、志

島）） 

らくね（楽寝）【名詞】仕事をせずに寝て居る事

（南）[会話] ラクネしとんねてわい（しているの

だそうです）言うて、なんも（何も）せんと（せず

に）寝とると（寝て居ると）。ラクネせえまあ（し

なさい）言うて、いどころ寝（居所寝）して はん

（半）にかかったよおん（ように）しとると（して

居ると）最後、べつんも（特別に）かいだりそおん

（疲れたように）しとんのん（して居るのに）楽ん 

寝よまあ（寝なさい）のんびりと言うて。居所寝す

ると せばあい（狭い）とこ（所）で 寝とると 

そげん（そんなに）窮屈なよおん（に）しとらんと

（しておらずに）楽ん 足延べて寝よまあ（寝なさ

い）言うて。居所寝のほん寝な（本寝、本当に寝る

事が）して見たい言うて、居所寝しとると（してい

ると）どいらい（大変）気持ちな（が）ええもんで

（よいので）こんなり（このまま）寝とりたい（寝

ておりたい）思うやんない（でしょう）、眠ぶたい

（眠い）時ん（に）うつうつしとると。本寝の時ゃ

（は）そげん（そんなに）気持ちよお（よく）なら

せんやんない（ならないでしょう）、そやけど（し

かし）居所寝ゃ（は）眠ぶたい（眠たい）時で う

つと してくるもんで（して来るので）どいらい

（大変）気持ちな（が）ええやんない（よいでしょ

う）。それを言うんかいなあ（言うのでしょうか）。

それやなしん（それでなくて）ラクネしとる（して

居る）言うのな（が）有るやんかい（有ります）な

んも（少しも）具合な（が）わりねえねけど（悪く

ないのだが）なんも せんと ちょいと（少し）寝

とんの（寝て居るのを）ええ（よい）気持ちで 寝

床 ん（に）入っとんのおを（入って居るのを）ラ

クネ。 

らくのかあ 楽だ。安易だ。楽 身も心もやすらかな

事。安楽ゆっくりとくつろぐ（志（布施田））[会

話] ラクノカアや（だ）言うて、なんもせんと

（何もせずに）おると（居ると）ラクノカアや

（だ）言うて、 なんもかも（何彼）皆、人な

（が）してくれるし、おら（俺は）なんもせんと 

よばれとるもんで（食べさせてもらって居るので）

ラクノカアやなあ（だ）。 

らくのみ【名詞】病人が臥床したまま吸い込んで水分

を飲むように吸い口を長くしてある客器（三重県全

域）[会話] ラクノミ言うな（のは）病人な（が）

口のなんがい（長い）のおで（ので）飲ますやんか

い（飲ませます）。大病ん（に）なると、ラクノミ

で するやんかい（します）ラクノミこおて（買っ

て）来い 言うてな 寝とて（寝ていて）飲むのん

（のに）。 

らくび（楽日）【名詞】終りの日。最後の日。 

らくんしたてくれ 死なせてやって下さい 

らくんする １）胡座をかく ２）死なす 

らくんなった 死んだ らくんなる参照 

らくんなる 故座をかく 楽になる（南）２）死ぬ 

[会話] ２）死んでくと（行くと）ラクンナル言うて、

らくんしてほし（欲しい）言うて、死んでくのん

（行くのに）言うやんかい（言います）。死んでく

と（行くと）ラクンナルなあ言うて、１）仕事しいお

わや（し終れば）おおたまあ なんもかも（すべ

て）して ラクヤナア（だ）言うし。病気な（が）

なおや（治れば）ラクヤナア 言うし、胡座かくの

も ラクンナル言うて 

…らし【接尾語】らしい いかにもそのようである

（亀、上）[会話] こじょっこり（こじんまり）し

とて（していて）、ほん（本当に）かわいラシ。 

らし 出して。（三重県南伊勢） 

らすあみ【名詞】真珠養殖用の網 

…らせん 打消、ラ行活用の動詞につく（南、熊） 

らちあかん 仕事が渉らない、事が進まない。（志

（浜島））[会話] ラチナ（が）アカセン（あかな

い）言うて、仕事な（が）捗らん事を ラチナアカ

ンでまあ 言うてな。ラチアカンで、ほん（本当

に）はざんわれ（いけません）言うて。ラチナイカ

ンで 言うのなし（ですし）、てえな（手が）粘い

と（おそいと）さいご（その時）あんな（彼が）し

とると（していると）ラチナイカンで言うて、はよ

（早く）しやせんもんでなあ（しないので）せえ

（精）出して しぇえまあ（しなさい）ごてごて 

しとらんと（していなくて）ま ラチイカンこお

（子）やなあ（だ）言うて、 てえ（手）な（が）
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ねばいとなあ。あんな（彼が）しとたら（していた

ら）ラチアカンで 何時の事やら（か）わかろかれ

（判るものか）言うて、ラチアク言うのは 捗る 

仕事な（が）捗る言う事なあ（です）。 

らちあく（埒）（明）仕事が完了する 捗る 加茂の

競馬の見物人の持ち佗びて言う語（大言海）らちあ

かん参照 

らちいかん 仕事が捗らない はかばかしくない ら

ちあかん参照（志（志島、甲賀、国府）、度、伊） 

らちいく 仕事が捗る（度、伊）[会話] らちあくも 

一緒の事や（です）ラチイクなあ言うて 早いとさ

いご（その時）仕事な（が）しよいとなあ（しやす

いと）。 

らっかせ（らくくゎせ）【名詞】落花生 末尾いの略 

なんきん豆。マメ科の一年草。南米原産、中国を経

て日本に入る。高さ約 60cm 茎は根ぎわから分枝し

て四方に広がり、葉柄と共に褐色の細毛を密布する。

葉は長柄を持ち四個の小葉からなる偶数羽状複葉、

小葉は倒卵形又は卵形で托葉は大きい。夏から秋に

葉腋に柄の無い黄色の小さい蝶形花をつける。花の

下の花柄状の物はがく筒が長の伸びたもので、子房

はこの基部に有る。花後、子房は柄が長く伸び地中

にもぐり繭状の豆果を結ぶ。豆果の中には黄褐色の

薄皮に包まれた長随円形の種子が１～３ヶ有る。 

[会話] あまめな吸うたたよおな目（ただれた

目）しとる（している）人な（が）、しょんがつ

（正月）ん（に）なると、飴売りん（に）来たり、

ラッカセ売ったり。 

らっきょ【名詞】らっきょう ユリ科の多年草、畑で

栽培される高さ約 40cm、地中に白い鱗茎がある。

葉は根ぎわから群がって生え、狭線形で稜があり中

空、長さ 20～30cm、秋、茎頂から花柄を四方に分

け紫色の小さな六弁花をつける。鱗茎には臭気があ

るが主に漬け物として食用される。（志、鳥、一、

多、阿、張、名、度、伊）[会話] 男のもん（陰

茎）むけとらせんの（むけていないのが）あんねて

わい（有るのだそうです）、ラッキョみたよん（の

ように）しとて（していて） 

らっきょづけ【名詞】らっきょうの漬け物 [会話] 

ラッキョヅケ するやんかい（するではありません

か）、らっきょ 漬けたもん（物）。らっきょ らっ

きょ生らっきょ剥いても剥いてもかあ（皮）ばかり

言うて。こしらえとんね（作っているのです・調理

しているのです）、こしらえる（料理する）時ん

（に）なると。そやけど（しかし）おそろし（大

変）やいき（精力）の えらい（大変な）もん

（物）やわい（です）。ひとよさ（一晩）置いとく

となあ（ておくと）めえ（芽）な（が）一糎位出て

くんね（来るのです）、切ってなあ その時 あろ

て（洗って）塩したらんとなあ（してやらないと）

置いとくと（ておくと）一糎位よお（よく）ひとよ

さ ん（に）出てくんね。そやよって（だから）ら

っきょ こさえると（調理すると）まあ はよ（早

く）塩したらな（してやらねければ）、言うてなあ、

ひとよさ 置いといたら（ておいたら）まあ めえ

（芽）な（が）出てくんの（来るのです）。 

らっし【名詞】物事の区切。ラフジ（臈次）音便。連

なり並ぶ事。（大言海） 

らっしもない １）とるに足りない くだらない ら

っちもない（津、上、阿、度、伊）２）しまりがな

い。だらしない。（員、松）３）仕方がない。とん

でもない。（志、伊）[会話] ３）ラッシモナイ事し

てしもたなあ（しまった）言うて、どんな（下手）

事 したるとなあ（してしますと）。おおた ラッ

シモナイ事したたなあ（してしまった）言うて。下

手な事したたり（してしまったり）どんな事したり

すんのなあ（するのです）。３）無理な事言うて、ラ

ッシモナイ事言うて 言う時も有るやんかい（有り

ます）出来ん事をなあ 出来にくい（難い）事を言

うて 言う意味やなあ（です）。１）ラッシモナイ言

うのは 取る足らん 言うんか 馬鹿馬鹿し言うん

か（言うのか）そいな（そんな）時も。 

…らった【助動詞】しなかった せなんだ 活用語の

末然形についで打ち消しの過去を示す（志、度）

[会話] セラッタ せだったれ（しなかった）、今

日はなんも（何も）セラッタなあ 言うて。今日は

なんも せんとおるやんない（せずに居るでしょ

う）なんも セラッタ 言うて、その時は 言うの

なあ（言うのです）。 

らっちもない つまらない 馬鹿馬鹿しい 埒もない 

らち埒 かこい しきり、物 事の決まった範囲、

限界、程度や量などが甚だしい。途方もない。とん

でもない。[会話] ラッチモナイ事してしもた（し

てしまった）言うやんかい（言います）。らっしも

言うなあ（言います）、ラッチ だっち らっしも

無いえらい事（大変な事）したたなあ（してしまっ

た）言うのなあ（言うのを）だっしも無い事 して

しもた 言うて、失敗したた（してしまった）事な
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あ（です）。 

ラットバ（ダットバ）【名詞】操舵室 Rattle（ガラ

ガラ音を出す器関）の場の意か。Rudder からの語

か。[会話] 舵取るとこ（所）を ラットバや

（と）言うし（言います）。機関士な（が）おると

こ いんちば言うやんかい（言うで有りませんか）。

機械なぶんの（なぶって居る）言うやんかい そす

と（そうすると）ラットバ言うな（のは）舵 取る

とこを ラットバ。昔は いんちらっぱで ぽん 

じゃかん じゃかん言うて、発動機や（だ）言うの

な（が）はやって来たおりん（流行して来た時に）、

いんちらっぱ持って 油さいて（さして）言うて、

そして（そうして）ちっちゃい（小さい）こらを

（子供を）油さしや（だ）言うて、油さしい（へ）

たのどる（頼んで居る）言うて。 

らふ【名詞】煙管の火皿と吸い皿と吸い口をつなぐ竹 

羅宇 らお参照 

らふだけ【名詞】らふ らおに同じ らお参照 [会

話] 煙管 らふだけ  

らふとら【名詞】魚 魚名不明 [会話] なんも（少

しも）うまない（美味しくない）魚で釣って来ると 

餌の中ん（に）ほってあんの（すててあります）、

こや（これは）なしたんどい（どうしましたか）言

うと、そや（それは）ラフトラで 餌かいた（使っ

た）残りやれ（だ）言うて。うまないもんで（旨く

ないので）かぶせん（こませに）したり、ともえさ

に しいおったんやろなあ（したのでしょう）。釣

って来て すぐん（すぐに）食うても うまないね

（旨く無いのです）さくさくしとて（していて）、

そやもんで（それで）餌の無い時ゃ（は）それ と

もえさん すんのかして（するのか）、よお（よ

く）あらを、桶ん（の）中い（に）入れてきいおっ

た（来て居ました）。 

…らら【助動詞】可能の助動詞 [用例] 行かれララ

（行けます） 

…られ【助動詞】１）だろう ２）動詞について可能

を表す。 

…られる【助動詞】１）出来る 受身可能の助動詞 

来ラレル 食べラレル れるは可能（志、鳥、鈴市、

安、津、多、上、阿、伊、尾）２）される [会話] 

２）泣かさレル 蹴ラレル わるわれる、あれん（彼

に）撲ラレルとか 言うてなあ    

られるに １）出来るでしょう。 ２）されるでしょ

う。（志） 

…られん【助動詞】出来ない れんは否定 禁止を表

す（津、上、尾、南、熊）[会話] ヤラレン。こや

（これは）ヤラレン言うてな。くれラレン言うて 

…られんで 出来なくて。 

らんか（らんくゎ）（乱花）【名詞】花の盛りを過ぎよ

うとしている頃。 

らんぐいば（らんぐひば）（乱枕歯）【名詞】歯列の乱

れて居る歯。 

らんご（だんご）【名詞】団子（上、阿、南） 

らんと（らんたふ）【名詞】墓 卵塔 らんとう ら

んたふの略円くて卵形になった石塔だから。（方言

俗語語源辞典）（志） 

らんとば（卵塔場）（だんとば）【名詞】墓場 墓地 

葬いをする所 墓碑（志（浜島）、松）[会話] ラ

ントバ言うな（のは）墓のせきとおいしな（石塔石、

石碑が）置いて有るやんない（有るでしょう）。と

むらい場に あれ、ラントバや（だ）言うて。葬い

するとこ（所）を ラントバ言うけど（けれど）、

石塔石の いらんの（不要のものが）ぐるりい（周

囲へ）立っとるやんない（立って居るでしょう）ラ

ントバの石塔石や（だ）言うて そして 葬いする

とこ（所）を ラントバや（だ）言うて。 

らんぬき【名詞】真珠母貝の放卵、卵を持って居る貝

に作業すると貝が弱り又出来上がった真珠が不良品

になる。[会話] ランヌキ言うな（のは）養殖の卵

な（が）有るとな 珠な（核が）入れられんでなあ

（入れられなくて）、六月ん（に）なると ランヌ

キや（だ）言うて、前の築港へ来ると、よお（よ

く）抜けんので（るので）抜きん（に）きいおった

（来て居ました）。ねむの郷のとこ（所）いも（へ

も）抜きん（に）いた（行った）事な（が）あんね

（有るのです）。潮な（が）ぬくと（温かく）なっ

て 来てするとなあ しいろお（白く）卵 吐いて

くんねてや（来るのです）。それ吐いたるとなあ

（てやると）こんだ（今度は）養生 さしといて

（させておいて）珠入れてすんの（するのです）、

ランヌキや（だ）言うてなあ。 

らんぷあみ【名詞】網漁の一種 らんぽあみ（志） 

 


