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い 
 

いいおったね 言って居ました、言って居たのです

（あくばい参照）[用例] 取寄りは昔の言葉で イ

イオッタネ。 

いいくさって 言って（しりくさらん参照）[用例] 

あいな事（あんな事）イイクサッテ ごおなわくな

あ（腹が立つなあ）。 

いいさいしゃ 言えば、言いさえすれば（ちょおさい

ぼおにする参照）[用例] 早よ（早く）イイサイシ

ャ ええけど（よいが）今頃 言うたてて（言って

も）おっそいわい（遅いです）。 

いいさいせな 言わなければ（こめだあら参照）[用

例] いらん事（要らぬ事）イイサイセナ ええの

ん（よいのに）あいな事（あんな事）イイサラシテ。 

いいさらして 言っての卑語 [用例] 前項参照 

いいすえたた 徹底的に言ってやった（いいすえる参

照）[用例] ごおなわいて（腹が立って）イイスエ

タタ。 

いいそこねた 言うのに失敗した。言い損なった。言

う機会を失った（しぞこねた参照）[用例] 用事、

イイソコネタ、えらい事やれ（大変だ）。 

いいたてて 激しく言って、言いつのって（いいたて

る参照）[用例] あんな（彼が）怒って、イイタテ

テ来て、弱ったよお（困りましたよ）。 

いいつめられた 言い込められた（ていたい参照） 

[用例] 理屈責めん（に）イイツメラレタ。 

いいなぐる 強く主張する。言いまかす（あくばい参

照）[用例] 彼に イイナグラレタ。 

いいのくうて 言いぬくくて（むしん参照）[用例] 

イイノクウテも、言わなはざんわい（言わなければ

いけないよ）。 

いいまくったた 激しく言ってやった（いいたてる、

いいまげられた、まくる参照）[用例] ごおなわい

て（腹が立って）イイマクッタタ。 

いいまげたた 言い伏せてやった（きめこむ参照） 

[用例] おんな（俺が）イイマゲタタ。 

いいまるけこむ 言って従わせる 

いいよい 言いやすい（うぶぎ、とおやん参照） 

[用例] 爺やんには、イイヨイけど（が）父やんに

は言いのくい（言いにくい）。 

いえおった 言って居た（アイスクリン参照）[用例] 

お父さん言わんと（言わずに）とおやん言うて（言

って）イエオッタ。 

いえおったねん 言って居たのです（アイスクリン参

照）[用例] 昔の言葉で イエオッタネン。 

いえん（いえる参照）治らない。元の様にならない。

[用例] 風邪引きもまだイエン。借金もイエン。 

いおかい １）言いません（おこし、でっころぼおず

参照）[用例] そいな事（そんな事）めったん（絶

対に）イオカイ。２）言いましょうか [用例] あ

んたなよお言わな（貴方が言えないのならば）私な

（が）イオカイ。 

いおた 祝った（はつより参照）[用例] 誕生日 イ

オタ 

いおなら 言うならば（かあむいたはなし参照）[用

例] そいな事（そんな事）イオナラ 怒られんど

（れるぞ）。 

いおん 言おう（なんどれ、はずまかす参照）[用例] 

おんな（俺が）イオンともとんのん（と思って居る

のに）。 

いかだって 行かなくて（かざも参照）[用例] 用事 

イカダッテ 怒られた。 

いかつうて 強くて、健康で、（あからがお参照）[用

例] 家の婆 イカツウテ いつ迄も ぴんしゃん

しとる（して居る）。 

いかなはざんわれ 行かなければいけない（いてこん

ならん参照）[用例] 用事も イカナハザンワレ。 

いかひき 烏賊釣り（いかがた参照） 

いかへん 行かない（いすわる参照）[用例] 伊勢 

イカヘン 

いがましたて 歪ましてしまって（すじひく参照） 

[用例] 定規せんと（せずに）線引いて イガマシ

タテ弱った（困った）。 

いがみおおて 歪みあって、争って（いがみ参照） 

[用例] あの二人 年中（いつも）イガミオオテ 

しとられ（して居るよ）。 

いかよかれ 行けない（ひまだす参照）[用例] あい

な（あの様な）危ない所 イカヨカレ。 

いかりうつ １）錨を海に入れる（よそばり参照） 

２）嫁に子供ができる [用例] 子供も出来て、イ

カリウッテ 嫁ゃ（は）大将やれ（だ）。 

いかれきっとんねど 夢中になって居るのだ（いかれ

る参照）[用例] あの おなごに（女に）イカレキ
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ットンネド。 

いかれざった 行けなかった（はずれる参照）[用例] 

銭なのおて（が無くて）旅行 イカレザッタ。 

いかれた してやられた（いかれる参照）[用例] あ

んな（彼の）言う事 信用して イカレタよお。 

いかれやった 行けなかった（こえつぼ参照）[用例] 

足な痛とおて（が痛くて）イカレヤッタ。 

いかれやへん 行けない（そこしお参照）[用例] 足

な痛とおて（が痛くて）イカレヤヘン。 

いかれらった 行けなかった（いきそこねた、でやれ

る参照）[用例] 時間なのおて（が無くて）イカレ

ラッタ。 

いかんし 行けないので [用例] 一人で どっこい

も（何処にも）よお、イカンシ つれ（同伴者）な

（が）欲しなあ。 

いかんぞよ 駄目だ（ひゃくまんだら参照）[用例] 

危ない所 行たら（行ったら）イカンゾヨ。 

いかんと 行かないで [用例] 仕事もイカント 怠

けて。 

いかんどお 駄目だ、いけない（めったなこと参照） 

[用例] 勉強 せな（しなければ）イカンドオ 

いきあたった 出逢った（よくせき参照）[用例] 伊

勢で伯父やんに イキアタッタ。 

いきあたららった 出逢わなかった（いきあたる参

照）[用例] すりちんしたんかして（すれ違いした

のか）イキアタララッタよお。 

いきいっぱいつめたんね 息を全部使ってしまうのだ

（いきつめる参照） [用例] 底から出てくんのん

（来るのに）おおび（鮑）見つけて それ獲んのん

（るのに）イキイッパイツメタンネ。 

いききって 死んで（しらめ参照）[用例] 爺やん、

急にイキキッテ 大騒動や（だ）。 

いきぐさり 新しいのに、悪くなって居る事（いきぐ

され参照）[用例] 鯖のイキグサリ 

いきこらして 息をせずに、（いそなげき参照） [用

例] イキコラシテ 見とる（見て居る）。 

いきじりかかえとる 行きたくて、たまらない様子

（いきごし参照）[用例] イキジリ カカエトルけ

ど（が）話なきれんで（が終わらなくて）。 

いきすぎとる 行き過ぎて居る、生意気だ（いきすぎ

参照）[用例] あや（彼は）イキスギトルよって

（から）一つ、やったろや（こらしめてやろう）。 

いきそおな 酒が飲めそうだ（やれるくち参照）[用

例] イキソオナ顔しとられ（して居る） 

いきたないとこ 行きたく無い所（いかんてて参照） 

いきってきた 興奮して来た。一生懸命になって来た

（いきる参照） [用例] 賃はずんだら（沢山出し

たら）イキッテキタ。 

いきっとんね 意気込んで居るのだ（きっとる参照） 

[用例] 学校で、一番になる言うて（言って）イキ

ットンネ。 

いきづんで 力を入れて（いきづめ参照）[用例] イ

キズンデ しょんべちびったた（小便をもらした） 

いきでもする 行く（くちべらし参照）[用例] あす

こへ イキデモスルとええんやれ（よいのだ） 

いきならして 全部に行き渡って（はかば参照）[用

例] 配給も平均に イキナラシテよかった。 

いきにゃ 行きには（いっぷくやる参照）[用例] イ

キニャ つれ（首連れ）も有ったけど（が）帰りに

ゃ 一人やった（だった）。 

いきのくかった 行きぬくかった、行くのが困難だっ

た（じぶんつかい参照）[用例] 山道で イキノク

カッタ。 

いきはたかしたよお 息を使い果たした。死ぬ、死ぬ

様で有った。（いきつめる参照）[用例] 出よとす

んのん（海底から出ようとするのに）鮑 見つけて

とんのん（獲るのに）イキハタカシタヨオ。 

いきひききった 死んだ（ひっきる参照）[用例] 今

し（今）イキヒキキッタ とこやれ（ところです）。 

いきまあって 平均になって（こねる参照）[用例] 

皆に イキマアッテ よかった 

いきやがれ 行ってしまえ（いきさらせ参照）[用例] 

何処へでも イキヤガレ。 

いきよえ 生きなさい（しるなたる参照）[用例] 婆

やん まめで（健康で）何時迄も イキヨエ。 

いきょおった 行った、行って居た（うづきよおか参

照）[用例] 若い時ゃ 海女もイキョオッタ。 

いきりきっとる 興奮して居る。一生懸命になって居

る（いきりきる参照）[用例] 仕事い（に）イキリ

キットルもん（から）人の話 聞こかれ（聞かな

い）。 

いきわたった 全部に渡った（いきわたる参照）[用

例] 配給も イキワタッタ。 

いくされ １）行けの卑語（…され参照）[用例] 何

処へでも、イクサレ。２）居れの卑語 [用例] 何

時迄も、其処ん（に）イクサレ。 

いくじたく 行く仕度、出掛ける仕度（いこん参照） 

いくやないど 行ってはいけない。…やないどは禁止
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を表す（…ど参照）[用例] 危ないとこ（所）イク

ヤナイド。 

いくやなし 行かない、行かないで（あながえる参

照）[用例] どっこいも（何処にも）イクヤナシ 

家ん（に）ばっかおんねない（ばかり居るのだ）。 

いくん 行くのです（あじろ参照）[用例] 伊勢い

（に）イクンやれ（のだ） 

いくんこ 行くのですか（あてらあ参照）[用例] 畑、

イクンコ 

いくんじょ 行くのですか（ろこい参照）[用例] 何

処い（に）イクンジョ 

いくんやんかい 行くのです [用例] 畑い（に）イ

クンヤンカイ。 

いけそおなかお 酒の飲めそうな顔（いけるくち参

照） 

いけたる 埋めてしまう（はないけ参照）[用例] 穴 

掘ってごみ イケタル。 

いけてた １）活けて行った、生かして行った（いけ

だい参照）[用例] 魚 運ぶのん（のに）水槽いイ

ケテタ。２）古くなった、傷んだ [用例] 此の着

物、イケテタよって（から）新しの（のを）こおて

くれや（買って下さい）。３）埋めて行った [用

例] ごみ、イケテタ 

いけとく １）活けておく、生かしておく（えさかぶ

る参照）[用例] 魚 イケトク ２）埋めておく 

[用例] ごみ、イケトク 

いけの 行きなさい（…の参照）[用例] 歩るかんと

（かずに）車でイケノ。 

いけよ 行きなさい（こかす参照）[用例] 早よ（早

く）イケヨ。遅ならんよおん（ように）。 

いけよお 行きなさい（うちつける参照）[用例] 早

よ 家 イケヨオ。 

いけんなあ １）食う、飲む事が出来る、旨い（いけ

る参照）[用例] 此の酒 イケンナア ２）行けな

い、行く事が出来ない [用例] 今日は、用事な

（が）有ってイケンナア。 

いごいて 動いて [用例] いび（指）な（が）イゴ

イテ（盗みをして）。あの人よお（よく）イゴイテ。 

いごいとる 動いて居る、働いて居る（いごく、ぼお

ふり参照）[用例] 時計な（が）イゴイトル。 

いごかさん 動かさない（よこめ参照）[用例] 顔 

イゴカサンと、目だけイゴカシテ。 

いごかして 動かして（なびき、はう参照） [用例] 

いごかさん参照 

いこかななあ 行かない、行かないであろう [用例] 

あや（彼は）めったん（絶対）イコカナナア。 

いごからった 動かなかった（くびきれちょお参照） 

[用例] 時化なして（がして）巡航船な（が）イゴ

カラッタ。 

いごかれん 動けない（がんじがらみ、だる、だるに

つかれる、ひくくる参照）[用例] 足な（が）いと

おて（痛くて）イゴカレン。 

いごかん 動かない（こわばる、しゃちこばる、そこ

しお、ねちがい、まちばり参照）[用例] 挺子でも 

イゴカン。 

いごきつける 動き慣れる（こわばる参照）[用例] 

イゴキツケルと、体も楽やれ（だ）。 

いこてや 行こうと言えば（とっとと参照） [用例] 

他処 イコテヤ 前から 用意もして。 

いこんね 行きます（こさえる参照）[用例] おんな

（俺が）イコンネ。 

いざれまあ 少し動きなさい。座って居る時に用いる

（いざらかす参照）[用例] ちょいと（少し）そっ

ちゃい（そちらへ）イザレマア。 

いじくじ 歪む（ずらかす参照）[用例] 定規 当て

んと（ずに）線引いたら、イジクヂやよお（だ）。 

いしけてく 萎縮して行く（あかしゃび参照）[用例] 

寒ぶうて イシケテク。 

いしずやひなたぶくろやれ【俚諺】石礎に日が当たっ

て居る。破産する（ないよおんなる参照） 

いじっとる １）苛々言って居る。苛らついて居る。

駄々を言って居る（ぐざぐざ参照）[用例] 母さん

にイジットル。２）歪んで居る [用例] 列な

（が）イジットル。 

いじられて 駄々を言われて（ごんじきり参照） 

[用例] 酒飲みに、イジラレテ 弱った（困った）。 

いせあき 伊勢在の秋の収穫、それに、臨時に雇われ

る事（かみ参照） 

いそおりる 海女作業に行く、海に入る（ついや参

照） 

いそかがみ 海底を覗き見るのに用いる、木の枠の底

にガラスをはめたもの（めがね参照） 

いそんだ 急いだ（そがん、つかめた参照）[用例] 

イソンダ ふうして（様子で）走ってた（て行っ

た）。 

いそんどらん 急いでいない（ほとらす参照）[用例] 

イソンドラン時は、ゆっくりあそでけえ（遊んで行

きなさい）。 
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いたいのなんの 非常に痛い状態を表す（あしのとも

参照）[用例] かみそりぼね（脛骨）打ったや（た

ら）イタイノナンノ 涙な（が）出て来るわい（来

ます）。 

いたか 行ったのか、行ったか（あいそなしで参照） 

[用例] あの家も イタカ 

いたがい 痛くて痒い。痒みを伴って痛い、（あせぼ

なくいつく参照）[用例] ブトに刺されてイタガイ。 

いたしてくねない 盗んで行くのだ（…てく参照） 

[用例] あや（彼は）見たもんな（物が）欲しいて

（欲しくて）なんでも（何でも）イタシテクネナイ。 

いただきよった 頭上に乗せました（いただく参照） 

[用例] 肥桶も、イタダキヨッタ。 

いたて 痛くて [用例] 腰な（が）イタテ 歩かれ

やせん（歩けない）。 

いたてのん 行ったのに、行ったと言うのに（とこぎ

り参照）[用例] 皆 イタテノン なあ（お前は）

まだ おんのか（居るのか）。 

いたどよ 行った、行ったぞ（しゃっぶする参照） 

[用例] 皆 がっこい（学校へ）イタドヨ。 

いたね 行った、行ったのだ（すいり、すすで、つく

りごと、でんぐりかえす、のりもん、へんしょばら

参照）[用例] 活動（映画）見にイタネ。 

いたねえ １）痛くない（あらおこし、なんもや参

照）[用例] 腹は イタネエけど（が）飯な（が）

旨ねえ（無い）。２）行ったのだ [用例] おら

（俺は）東京、イタネエ。 

いたのまあ 板の間（いたじき参照） 

いたまれ 傷がつく、悪くなる（いたむ、ごいごい、

たてる、へり参照）[用例] 一つのもんばっか（物

ばかり）使うと、はよ（早く）イタマレ。 

いたやんかい 行きました、行ったで有りませんか

（ずくし参照）[用例] 一緒ん（に）伊勢イタヤン

カイ。 

いたよお 行きました（かんぶくろ、じょおげ、たて

まえ、りゅうと参照）[用例] まあ早よ（もう早

く）イタヨオ。 

いたり 行ったり [用例] しょべしん（小便しに）

イタリ。見いん（見に）イタリ。 

いたれ １）行きました（あんばいよお参照）[用例] 

はっよおお（早く）イタレ。２）行ってやれ。 

いたんかして 行ったのか（しりふかす、つのだる、

どこぞ参照）[用例] どこぞ（何処か）イタンカシ

テ 居らせんわれ（居りやしないよ）。 

いたんで １）古くなって、悪くなって（ゆるみ参

照）[用例] 長いこと（長時間）使こて（使って）

イタンデ来て はざん（駄目だ）。２）痛くなって 

[用例] 足な（が）イタンデ 歩るかれやせん（歩

けない）。 ３）行ったので [用例] あんな（彼

が）イタンデ、おや（俺は）いかだった（行かなか

った）。 

いたんてない 行ったそうだ（あとおい参照）[用例] 

とと（夫）の後、追わえてイタンテナイ。 

いちもおせん。いちもせん 一文銭（いちも参照） 

いっこんでた 入り込んで行った（こぶね参照）[用

例] 亀の首な（が）イッコンデタ 

いっせんにつまん 馬鹿、馬鹿だ（はちぶ参照） 

いった １）入いった（とごり参照）[用例] 風呂 

イッタ。２）撃った、射った（いる参照）[用例] 

雉 イッタ ３）煎った [用例] あられ イッタ。

豆 イッタ。 

いったて １）行ってしまって（あいてかた参照）

２）行ってやって ３）煎、射ってしまって ４）

煎、射ってやって 

いたんてない 行ったそうだ（あとおい参照）[用例] 

とと（夫）の後、追わえて イタンテナイ。 

いったんぶり 一度に大量の雨が急に降り、急に止む 

雨の降り方（ざざぶり参照）[用例] 夏の雨はイッ

タンブリ やよって（だから）じっきんやんでく

（じきに止んでいく）。 

いって 潜って（めくらさがし、もっこり参照）[用

例] 底イッテ 鮑 とて来た（獲って来た） 

いってきた 必要になって来た（あらける参照）[用

例] 銭な（が）イッテキタ。 

いっとらへん 入って居ない（みず参照）[用例] 豆

ん（に）実な（が）イットラヘン。 

いっとんど 入って居るぞ（たばこ、ひらき参照） 

[用例] さいは（副食は）冷蔵庫に イットンド。 

いっとんなあ １）入いって居るのは（あいのこ参

照）[用例] 箱に イットンナア 何どい（何です

か）２）入いって居ますね 

いっとんね １）入いって居るのです（あとふまえ参

照）[用例] 銭なよっけ（が沢山）イットンネ。

２）煎、射って居るのです。３）必要なのです。要

るのです。 

いつなのか 死後三十五日（ふたなのか参照） 

いっぱいひっかけてきた 酒を呑んで来た（ひっかけ

る参照） 
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いっぽはん 歩行の不自由な人（ちんばかた参照） 

…いでか【接尾語】…ではおかない [用例] 言わイ

デカ。行かイデカ 

いてくんね 行って来るのだ（わたしゃ参照）[用例] 

伊勢 イテクンネ 

いてけつかれ 行っておれ（しりくそ参照）[用例] 

邪魔んなんのん（になるのに）あっちゃい（あちら

へ）イテケツカレ。 

いてこおか 行って来ましょうか（かづく、ゆさん参

照）[用例] 伊勢 イテコオカ 

いて、こおか 行ったまま帰らない [用例] 伊勢イ

テ コオカ。 

いてこおや 行って来ましょう [用例] ぞめきん

（ひやかしに）イテコオヤ。 

いてこな 行って来なければ（しずまる、ごじぶんつ

かい、たるいれ、なつば、のおかい、まわる、れえ

まいり参照）[用例] 用事 イテコナはざん（いけ

ない） 

いてない 行って居ない（みすぼらし参照）[用例] 

がっこ（学校）イテナイよって（から）なんも知ら

ん（少しも知らない）。 

いてなら 行って（あやあや参照）[用例] 伊勢 イ

テナラ 今日は 居らせんわい（居ません）。 

いても 行っても（あいそなない参照）[用例] あの

家 イテモ 誰も 居らせんわい（居ません）。 

いとかな 行っておかなければ（ほじくる参照）[用

例] あしこの（あの家の）葬式も イトカナはざ

ん（駄目だ）。 

いとなって 痛くなって（いじゃく、けずく、ことた、

こわる、すねなめしくう、とんびずわり、ひだりば

ら、やまいもち参照）[用例] 腹な（が）イトナッ

テ なん喰うたんかいなあ（何を食べたのだろう

か）。 

いどほられ 大変 喉がかわく（どがらい参照）[用

例] さいな（副食が）辛かって イドホラレ。 

いとりょおって 行って居て（ずくし参照）[用例] 

年内（一年中）あいなとこ（あんな所）イトリョオ

ッテ 終にゃ（には）命 ふてんねやれ（捨てるの

だ）。 

いとれ 行って居れ（まめはやす参照）[用例] あっ

ちゃい（あちらへ）イトレ。 

いとんのん 行って居るのに（ぼらせん参照）[用例] 

用事 イトンノン 呼びん（に）来て 

いなば 稻を干す場（どけ参照） 

いなんかん 要りませんか（こおて参照）[用例] あ

んた（貴方）此れ イナンカン。 

いにくさって 居て（…くさる参照）[用例] あいな

（あんな）所ん（に）イニクサッテ 邪魔すんねな

い（するのだ） 

いのちはてる 死ぬ（さんしょびらし参照） 

いのちふてんね 命を捨てるのだ。死ぬのだ（さんし

ょびらし参照）[用例] 危ない事ばっか（ばかり）

して、終わりに、イノチフテンネやれ（のだ） 

いびないごいて 博打を打って（おやいび参照）[用

例] あの人、イビナイゴイテ はざん（駄目だ） 

いぼで 化膿して（いぼむ参照）[用例] 傷な（が）

イボデ 治らせん（治らない）。 

いましのもん 今の者（あなた参照） 

…いも にも（さいばこ参照）[用例] 海イモ、山イ

モ 行くのん（のに） 

いもがらほしたよおん 血管が浮き上がって見える

（すじこい参照）[用例] 顔も イモガラホシタヨ

オンして 怒っとる（て居る）。 

いやあな 嫌な（あおなる参照）[用例] イヤアナ感

じのする人や（だ） 

いやしもん 卑しい者（むだぐい参照） 

いやみいい 人の嫌がる事を好んで言う人（いやみ参

照） 

いやんなった 嫌になった（あきあき参照）[用例] 

歩くの イヤンナッタ。 

いよおった 言いました、言って居た（あいのじかん、

あそびじかん、あまし、うすすり、うちらがわ、他

参照）[用例] 昔の人は和具の言葉でイヨオッタ。 

いらせん 入らない（てかけ、みみあか参照）[用例] 

風呂 イラセン。 

いらせん 要らない（そぎ参照）[用例] 魚 イラセ

ン、野菜なほし（が欲しい）。 

いらななあ １）入らなければ（あらゆ参照）[用例] 

温泉、来たのん（のに）風呂 イラナナア。２）必

要だ [用例] 爺やんも、留守番にイラナナア。 

いられた １）撃たれた（いる参照）[用例] てっぽ

（鉄砲）でイラレタ。２）駄々を言われた、苛めら

れた [用例] 酒、飲みにイラレタ。 

いらんね 要らないのです [用例] なんしても（何

をしても）気にイランネ。 

いらんわれ 要りません（あぶらざかな参照）[用例] 

そいなもん（そんな物）イランワレ。 

いりよった １）必要だった（さら参照）[用例] 銭
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もよけ（沢山）イリヨッタ ２）潜った [用例] 

ふっかい（深い）所も イリヨッタ。 

いるもん 要る、必要な物（あくらかいん参照）[用

例] おらも（俺も）イルモン のおんくれらよか

れ（お前にやれるものか）。 

いれこます 入る、勢いよく入る（こます参照）[用

例] かと舟（鰹舟）な（が）今日は イレコマシ

テ来るよって（から）浜で待っとろや（て居ましょ

う）。 

いれこんどけ １）入れておけ（あい参照）[用例] 

押入れえ イレコンドケ ２）食べておけ（こもち

ばら参照）[用例] 旨いもん（物）やよって、おも

さま（だから、思う存分）イレコンドケ、後で喰わ

れやせんど（食べれないぞ）。 

いれたた １）入れてやった、入れてしまった（ひと

こっぱい参照）[用例] 袋一杯イレタタ。２）仲間

にしてやった [用例] おらの（俺達の）組い（仲

間に）イレタタ。 

いれたや 入れたら（もおた、もも参照）[用例] 袋

一杯イレタヤ 袋な（が）破れてた（て行った）。 

いれたる 入れてやる（ぐり、けずりこみそ、しりこ

ぼし、どかどか、なめくじら、へえたいぐも、みが

きこ、ゆり参照）[用例] 仲間イレタルよって（か

ら）来いえ（来なさい）。 

いれてええ 入れて下さい、仲間にして下さい（くみ

参照）[用例] 私も、あんたらの組い（あなた達の

仲間に）イレテエエ。 

いれてくよん 入れてあげましょう（ぽっぽ参照） 

 [用例] 風呂 イレテクヨン 早よ来い。 

いれとく 入れておく（すみけし、どおこ参照） 

[用例] 魚 冷蔵庫へイレトク。 

いれとけ 入れておけ（かいばなし、かっぱ、こおと

お、さまし、なや、ぽっぽ参照）[用例] 魚も冷蔵

庫へイレトケ 

いれとて 入れて居て（どおぐいれ参照）[用例] 銭

よっけ（沢山）財布い（に）イレトテ。 

いれとらん 入れて居ない（はしくた参照）[用例] 

銭も財布い（に）イレトランとはざん（駄目だ）。 

いれとる 入れて居る（てざら参照）[用例] 銭 よ

っけ（沢山）財布い（に）イレトル。 

いれのくうて 入れぬくくて（いれのくい参照）[用

例] 入れもん（容器）の口な（が）ちっちょおて

（小さくて）イレノクウテ はざん（駄目だ）。 

いれまいや 仲間に入れないでおこう（えせむ参照） 

[用例] あいなすかん人（あんな嫌な人）組（仲

間）にイレマイヤ。 

いれや 入れれば（ちゃんちゃ参照）[用例] 戸棚へ 

イレヤええやれ（よろしい）。 

いれやせん 入れない（いいつけ、こもり、ころ参

照）[用例] 言う事 聞かせんよって（聞かないか

ら）家、イレヤセン。 

いれやった 入れなかった（だいこなます参照）[用

例] 家い（に）イレヤッタ。 

いれやへんね 入れないのだ（みそ参照）[用例] 汚

いもんで（ので）一緒ん（に）イレヤヘンネ。 

いれよおった 入れました、入れて居ました（いしょ

びつ、さとつぼ、しょくべん、ぜにいれ、たなもん、

ちげ、ゆう、わりな参照）[用例] 五月の節句は、

風呂い（に）菖蒲イレヨオッタ。 

いれらった 入れなかった（えだ、ばっち参照）[用

例] コーヒーにさと（砂糖）イレラッタ。 

いれんと １）入れずに（いかす、さみず参照）[用

例] ちゃあ（茶）も、イレントさゆ（湯）飲んだ 

２）入れないと [用例] ぼた餅も、さと（砂糖）

よけ（沢山）イレント旨ない。 

いれんど いれるぞ（せがい参照）[用例] 懐いイレ

ンド 見とれ（見て居なさい）。 

いれんね 入れる、入れるのです（こめぬか、ぱいす

け参照）[用例] 此処い（に）イレンネけど（が）

よお（よく）イレンネよお（入れないのです）。 

いろあげ 染めて色を濃くする（そめもんや参照） 

いろんなもん 色々の物（よろず参照） 

いわいでか 言わないではおかない、言う（いでいか

参照）[用例] 俺も一言 イワイデカ。 

いわいよった 祝って居ました（かかってくる参照） 

[用例] 誕生日 イワイヨッタ。 

いわえといて １）結んでおいて、縛っておいて（あ

たまいう参照）[用例] 頭のけえ（髪）も イワエ

トイテ。立派にして。２）結んでおいて下さい。 

いわおや 祝いましょう（あずきめし参照）[用例] 

小豆飯 炊いて イワオヤ。 

いわざった 言わなかった（どんぼ、はずまかす参

照）[用例] 嘘、イワザッタ。 

いわされた 盗られた（いわされる参照）[用例] 柿

もよけ（沢山）なったけど（が）皆 イワサレタ。 

いわしぇん 言いません（あらどおし参照）[用例] 

嘘 イワシェン 

いわした １）言わせた（いわす参照）[用例] おん
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な（俺が）あれん（彼に）イワシタんやれ（のだ）。 

２）盗んだ [用例] イワシタんかして（のか）珍

しいもんな（珍しい物が）置いて有られ（有る）。

３）苛めた、やっつけた [用例] あや（彼は）お

んな（俺が）イワシタんやれ（のだ）。 

いわして 言わせて（いわす参照）[用例] 阿保 お

だてて（あほって）あいな（あんな）事 イワシテ。 

いわせん 言わない（ならい参照）[用例] 嘘 イワ

セン。 

いわせんのなあ 言わないのです（あいてにならせん

参照）[用例] 本当の事 イワセンノナア。 

いわな 言わなければ（あいそしやせん、いうながな、

ごんぞせやごせ参照）[用例] 俺も一言 イワナ 

腹の虫なおさまらん（承知出来ない） 

いわへん 言わない（おいし参照）[用例] 嘘 イワ

ヘン 

いわよおった 祝いました（じゅうさんちしょおがつ

参照）[用例] おつごもん（大晦日に）尾頭付けて 

イワヨオッタ。 

いわらった 言いませんでした、言わなかった（おし

め、おもろい、たばこいれ、てえねん、もてかんか

い、よみや参照）[用例] 会へ行たけど（が）一言

も、もの イワラッタ。 

いわれよおった 言われて居た。言われました（とぼ

す参照）[用例] あんごし（馬鹿）言うて イワレ

ヨオッタ。 

いわれらったねんなあ 言われませんでした（おとこ

ずわり参照）[用例] にげのよおん（人間の様に）

イワレラッタネンナア。 

いわんかった 言わなかった（ひかえる参照）[用例] 

あの人、一言も ものイワンカッタ。 

いわんことやれ 言った通りだ（いわんこっちゃ参

照）[用例] イワンコトヤレ 其処 行たら あい

まち（怪我）すんど（するぞ）言うてあんのん（言

って有るのに）。 

いわんと 言わないと [用例] ほんと（本当）の事 

イワント 訳な（が）判ろかれ（判らない）。 

いんない 要る、必要だ（かりたてる参照）[用例] 

祝い事、しょおてや（すれば）銭もよけ（沢山）イ

ンナイ。 

いんねてや 要るのです（あかる参照）[用例] 勉強

すんのん（するのに）机な（が）インネテヤ。 

いんの 煎るのです（はやす参照）[用例] あられイ

ンノ、豆インノ。 

いんのん １）要るのに（あたまかず、おおごと、か

いたてとる、ふたかまど、ゆうて参照）[用例] 月

末で、銭もよけ（沢山）インノン 銭な（が）あろ

かれ（あるものか）。２）煎るのに [用例] 豆イ

ンノン 燠もおこしとけ。３）射る、撃つのに 

[用例] てっぽ（鉄砲）インノン 弾な無いわれ

（が無いです）。 

 


