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ういてきて １）浮腫を生じて（うく参照）[用例] 心

臓な（が）わりんかして（悪いからか）足な（が）じ

っきん（すぐに）ウイテキテ 歩るかれやせん（歩け

ません）。２）浮び上って来て（つく参照）[用例] 

軽いもんで 水入れても ウイテキテ はざんよお

（駄目だよ）。 

ういとる １）浮いて居る（あり参照）[用例] 風船な

（が）空にウイトル。２）腫れて居る [用例] 足な

（が）ウイトル。 

ういとんねよお １）うかれて居るのだ（ういとる参

照）[用例] 酒 のおで（飲んで）ウイトンネヨオ。

２）浮いて居るのだ ３）周囲に馴染まず浮び上って

居る。 

ういろよおかん ういろう（ういろ参照） 

うえつけんね 植えるのです。植付けるのです（あさご

え参照）[用例] 雨な（が）降って 芋苗ウエツケン

ネやんかい（ですよ）。 

うえんね 植えるのです（とこ参照）[用例] 麦刈って 

後、芋ウエンネ。 

うかごた 窺った（かんがえられる参照）[用例] 中の

様子ウカゴタけど（が）判らへんわれ（判りません

よ）。 

うかついとる うわついて居る。気を入れないで居る

（うっかり参照）[用例] 気入れんと（ずに）ウカツ

イトルよって（から）失敗すんねやれ（するのだ）。 

うくって 送って（きめ参照）[用例] 宅急便で ウク

ッテくれた。駅まで ウクッテク。 

うくります 送ります（しょおろさん参照）[用例] 車

で駅迄 ウクリマス。 

うくんの 送るのです（ておくり参照）[用例] こらら

のとこい（子供達の所に）海老 ウクンノやわい（で

すよ）。 

うざついとる １）水分が多くじめじめして居る（ほと

らす参照）[用例] 飯も炊いて いどらさな（蒸ささ

なければ）ウザツイトルよって（から）旨ない。 

２）愚図々々して居る、はっきりしない。[用例] 天

気な（が）今日は ウザツイルよって（から）気色な

（気分が）わりわい（悪いです）。 

うじこ 団子（おだいしこ参照） 

うしのとる 失って居る（しょおきづく参照）[用例] 

きい（気）ウシノトル。 

うずいとる １）痛んで居る（やつれた参照）[用例] 

はあな（歯が）ウズイトル。２）沢山有る [用例] 

銭な（が）ウズイトル。 

うすぐろお 薄暗く（ちろちろ参照）[用例] 日な落ち

て（日没になって）ウスグロオなって来た。 

うずついて 痛めて、疼めて（うずうず参照）[用例] 

一晩中 はあな（歯が）ウズツイテ 寝やんだ（寝な

かった）。 

うすべたあい 非常に薄い（うすっぺらあい、うすべた

い参照）[用例] ウスベタアイ、ぺらぺらの紙なほし

なあ（が欲しいなあ）。 

うすみえ ぼんやり見えて居る（めとぼ参照）[用例] 

白内障でウスミエん（に）めえとんね（見えて居るの

です）。 

うせえ 行け、行ってしまえ（うせ参照）[用例] 何処

いでも ウセエ。 

うたごて 疑って（あらため、かんぐる参照）[用例] 

人ウタゴテ かかんな（かかるのが）えてこいや（得

意だ）。 

うたよおった 歌った、歌って居た（きたごち、ひやれ

ごち参照）[用例] がっこで（学校で）君が代 ウタ

ヨオッタ。 

うたんと 打たずに（うたせん参照）[用例] 相槌もウ

タント居る。 

うちうちのこと 家の内の事 内密の事（うちま参照） 

うちすえとられ １）激しく打って居る、叩いて居る

（うちすえる参照）[用例] あの嫁 朝、早よから藁 

ウチスエトラレ 喧しのん（のに）。２）田、畑など

を耕して居る [用例] 畑も なんも（何も）ウチス

エトラレ。 

うちつけたた 投げつけてやった（うつけたれ、やりつ

けてた参照）[用例] ごおなわいて（腹が立って）茶

碗 ウチツケタタ。 

うちまたあるき 足の爪先を内側に向けて歩く歩きかた

（うちまた参照）。 

うちやい 打ち合い、投げ合い（うちすえる参照） 

うちゃれて 壊れて（あれ参照）[用例] 鍬もウチャレ

テ 使われん。 

うちゃれとる 壊れて居る（なっとしたんど参照） 

[用例] 地震でよけ（沢山）家な（が）ウチャレトル。 

うちょおったわい 打ちました（しらせがね参照） 
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[用例] 火事になると 半鐘 寺で ウチョオッタワ

イ。 

うっすう 薄く（あおさじる参照）[用例] ウッスウ 

切ってくれ。 

うったた １）売ってしまった（こがい参照）[用例] 

あんた（貴女）くんのなおっそいもんで（来るのが遅

いので）ほかの人ん（に）ウッタタわい（です）。

２）打ってしまった [用例] 柱で頭 ウッタタ 

３）撃ってやった [用例] てっぽ（鉄砲）でウッタ

タ。 

うったる １）売ってやる、売ってあげます（うってえ

参照）[用例] あんたん（貴女に）ウッタルわい。 

２）打ってやる [用例] 杭打つんなら（のなら）お

んな（俺が）ウッタル。３）撃ってやる [用例] 熊 

ウッタル。 

うつつけたた 投げつけてやった（ぶつける参照） 

[用例] いんなおとしもんで（犬が怖いので）石、ウ

ツツケタタ。 

うっとしい うっとうしい（ぶらさがる参照） 

うっとよおった １）売って居た（あざい参照）[用例] 

魚屋で鯵 ウットヨオタ ２）打って居た [用例] 

よなべん（夜業に）藁 ウットヨオッタ。３）耕して

居た [用例] 畑 一生懸命にウットヨオッタ。４）

撃って居た [用例] 鉄砲撃ちな（が）狸よけ（沢

山）ウットヨオッタ。 

うっとんね １）売って居るのです（きさらぎ、たてま

え、てえしゃば参照）[用例] 売店でパンウットンネ 

２）打って居るのです [用例] 頭 ウットンネよお 

３）耕して居るのです [用例] 畑 ウットンネ 種

入れんのん（撒くのに）４）撃って居るのです [用

例] 大砲 ウットンネ 

うつぶいて 俯むいて（ずくし参照）[用例] 銭 拾う

のん ウツブイテ 取らな（なければ）はざん（駄目

だ）。 

うつぶかれやせん 俯けない（ずつな参照）[用例] 腹

な（が）一杯で、ウツブカレヤセン。 

うつりおったね １）感染したのです（むしおこす参

照）[用例] とんとめ（結膜炎）手拭から ウツリオ

ッタネ。２）似合ったのです [用例] あっかい（赤

い）服着ると、よお（よく）ウツリオッタネ。 

うつんど 移るぞ、感染するぞ（ゆうて参照）[用例] 

風邪引きのねきい（近くに）行くと 風邪 ウツンド。 

うておた 出合った（うてあう参照）[用例] 珍しとこ

で（所で）ウテオタなあ。 

うでおった 茹でて居た、茹でた（よごめ参照）[用例] 

さいにすんのん（副食にするのに）なあ（菜）をウデ

オッタ。 

うておて 打ち合って、逢って（やんやん参照）[用例] 

バス停で、ウテオテ 一緒ん（に）行こや（行きまし

ょう）。 

うてかえった 転んだ、ひっくり返った（うてかえす参

照）[用例] 石い（に）とばげて（つまづいて）ウテ

カエッタわい（です）。 

うてかえらしとけ 反転させておけ（うてかえす参照）

[用例] 荒布干してあんの（有るのを）ウテカエラシ

トケよお。 

うですぎ 茹で過ぎ（やいこい参照）[用例] 此のたか

（蛸は）ウデスギで、かったいわい（硬いですよ）。 

うてて 疲れて、疲れた、死んだ（うてる参照）  

[用例] 仕事なえろおて（が大変で）ウテテ寝とられ

（寝て居るよ）。 

うとかれ うたない、返事が無い（あいへんどうつ、そ

しらん参照）[用例] のらな言うたてて（お前達が言

っても）返事もウトカレ 怒っとんねよって（怒って

居るのだから）。 

うととて １）歌って居る（ういとる参照）[用例] 歌 

ウトトテ。２）疲れて居る。 

うとんぼけのはてなし 際限の無い程のうつけ者（うと

け参照） 

うなよおった 唸なって居た（うなり参照）[用例] 腹

な痛とおて（が痛くて）ウナヨオッタ。 

うねをあげる 畝を作る、高くする（おしぎり参照） 

うまいね １）旨いのです（あかがいる参照）[用例] 

飯な（が）ウマイネ。２）上手なのです。 

うまいねてや、うまいんてや １）旨いのです（あら、

あらだき参照）[用例] 刺身な（が）ウマイネテヤ。

２）上手なのです。 

うまかろかれ 旨くない（あっかねえ、こおのもん、も

ぶし、もんな参照）[用例] さともよけ入れな（砂糖

も沢山入れなければ）ぜんざいも、ウマカロカレ。 

うまくさあい 旨そうな（におい参照） 

うまのおて 旨くなくて 不味くて（あんいも参照）

[用例] 飯な（が）ウマノオテ。 

うまれなかかっとる 喪中で有る（なき参照） 

うみいおりる 海女作業に行く（あげのしごと、にし参

照） 

うめぼしがお 皺の多い顔（うめぼし参照） 

うめぼしばあさん 顔に皺の多い老母（うめぼし参照） 
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うよおった 売りました、売って居ました（がらくた、

とっぺ参照）[用例] おおびとて来て（鮑を獲って来

て）市場い（に）ウヨオッタ。 

うらがいって 裏切って（うらがえ参照）[用例] 選挙 

あんだけたのだのん（あれ程頼んだのに）ウラガイッ

テ 他の人入れて。 

うらへん 売らない（げんきんあきない参照）[用例] 

銭もてこな（持って来なければ）ウラヘン。 

うらよかれ 売る事が出来ない（わり参照）[用例] こ

いなわりもん（こんな悪い物）ウラヨカレ。 

うりはろた 売り払った（せっぱつまる参照）[用例] 

借金返すのん（のに）畑も家も皆 ウリハロタんてわ

れ（のだそうだ）。 

うりばん 売る役目（うりて参照）[用例] 店のウリバ

ン 婆さんな（が）しとる（して居る）。 

うるそおしとる 汚くして居る（ぞおらく参照）[用例] 

勝手（台所）も、ウルソオシトルと、みとみないわれ

（見苦しいですよ）。 

うれんで １）売れなくて（うれる参照）[用例] 何時

迄も ウレンデ 店でほこり まるけや（だらけだ）。 

２）熟さなくて [用例] トマトもまだウレンデ 喰

われやせんない（食べられない）。 

うわかわ 上皮、外皮（あかむき、しらた参照） 

うわさくんかける 小作に出す（あずける参照） 

うんな １）売るのは（こうりね参照）[用例] 人ん

（に）ウンナ立派にしとかなはざん（しておかなけれ

ばいけない）。２）売るな、禁止 [用例] 煙草は、

未成年にウンナ。 

うんね 売るのだ（しきち参照）[用例] だいこ（大

根）ウンネ。 

うんのん 売るのに（うわぶき参照）[用例] 酒 ウン

ノン 免許な（が）いんね（要るのだ）。 

 


