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お 
 

おいくら どれ程（りょおりにん参照）[用例] 五人

前の鮨 頼むけど オイクラかいのお（ですか） 

おいたれ １）子守しなさい（みたれ参照）[用例] 

しや（それ）この子、オイタレよう。２）置きまし

た [用例] あしこい（あの所へ）魚 オイタレ。 

おいて 多くて（くちかず、ごけなあ、しびなあこぎ、

にんず、まわる参照）[用例] 人な（が）オイテ 

座る場所な（が）無い。 

おいて 子守して（あそばかす参照）[用例] こお

（子供）オイテ せなはざんもんで（しなければい

けないので）勉強な（が）出来やせん（出来ない）。 

おいでえの 来なさい（こい参照）[用例] 用事な

（が）済んだら あんたも（貴方も）オイデエノ。 

おいてて 置いて行って（とおりがけ参照）[用例] 

旅行、行くんなら（のなら）家いも（にも）銭 オ

イテテ くれえ（下さい）。 

おいでて 来て、行って、居ての尊敬語（おいでる参

照）[用例] 先生が、オイデテ。 

おいといた 置いておいた（なおす参照）[用例] 魚 

流しい（に）オイトイタよって（から）喰ええ（食

べなさい）。 

おいときゃ 置いておけば（かこい、こおても、ず、

ぶえん参照）[用例] 佛さんへ（仏壇へ）オイトキ

ャ ええわれ（よろしいよ）。 

おいとた １）置いて居た（ひらいちめん参照）[用

例] かしん（菓子）よっけ（沢山）オイトタ。

２）子守して居た [用例] こお（子）オイトタも

んで（ので）仕事な出来ざった（が出来なかった）。 

おいとる １）置いて居る（いしょかけ、ふみいし参

照）[用例] 銭 あいなとこい（あんな所に）オイ

トル。２）子守して居る [用例] あの子 おんな

（俺が）オイトルわい。 

おいとんね 置いて居るのだ、雇って居るのだ（でし

こ参照）[用例] あの会社 人よっけ（沢山）オイ

トンネ。 

おえご 泳よごう（あおる参照）[用例] あの島迄 

オエゴや（泳ぎましょう）。 

おえんで 泳いで（あおる参照）[用例] 大島迄 オ

エンデ くたばった（疲れた）。 

おえんどる 泳いで居る（あおざかな参照）[用例] 

海の中で 魚な（が）オエンドル。 

おう 覆う、被せる（むぎよせ参照）[用例] 布団 

オウとかな（て置かなければ）風邪引くぞ 

おえて 終わって（おえる参照）[用例] がっこ（学

校）オエテ来たら 浜い来いよう（に来なさい）。 

おおいわい 大変な祝い、祝宴（だいさんざい参照） 

おおぎょし 大仰しい、大層に（ふし参照）[用例] 

だぼら吹きな（大法螺吹きが）オオギョシ事 ばっ

か言うとられ（ばかり言って居るよ）。 

おおざけくらい 大酒豪（おおざけくい参照） 

おおだられ 背負ってあげます。負担してあげます

（おおだる参照）[用例] 欠損 おんな（俺が）オ

オダラレ。 

おおて 合って、争って [用例] いがみ、オオテ 

喧嘩 しとられ（して居るよ）。 

おおとらせん １）合って居ない（つんつるてん参

照）[用例] 体ときもん（着物）と、オオトラセン。 

２）逢って居ない [用例] 此の頃 あの人ん

（に）オオトラセン。３）追って居ない [用例] 

いん（犬）オオトラセン。 

おおのみ 大酒する事、多量に酒を飲むこと 

おおびとり（えのみ参照）鮑とり 

おおんで 煽いで（ごんばいうちわ参照）[用例] 団

扇で オオンデくれ（下さい）。 

おかせん １）置かない（いしょかけ参照）[用例] 

おら（俺は）道い（に）石 オカセン。 ２）終わ

りにしない [用例] 今日は、まだ仕事 オカセン。

３）子守しない 

おかな １）終わりにしなければ（おいて、くぎり参

照）[用例] 日な（が）暮れたのん（のに）オカナ 

はざん（駄目だ）。２）置かなければ [用例] 元

の場所い（に）オカナ はざんどう（駄目だぞ）。

３）残さなければ [用例] 婆やんのぶんも（物

も）オカナ、はざん（駄目だ）。 

おがまんかれ 拝みなさい（ああん参照）[用例] 神

さんも 毎朝、オガマンカレ。 

おかん １）終わらない（ひだかい参照）[用例] ま

だ早いのん（のに）オカンでも、ええわれ（よろし

いよ）。２）置かない 

おきたない １）起きたくない（うせ参照）[用例] 

頭な（が）いとおて（痛くて）オキタナイ。２）終

わりたくない [用例] 仕事が、はかどって（順調
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で）オキタナイ。３）子守したくない [用例] 此

の子な（が）おっちゃくで（横着で）オキタナイ。 

おきゃ 終われば [用例] 早よ（早く）オキャ え

えのん（よいのに）。 

おきんど 起きられないぞ [用例] いつ迄起きとる

と（ていると）朝 よおオキンド。 

おくれたこと 昔の事、時代遅れの事柄（ひねづけ参

照） 

おけて 置いて、[用例] あい（間）オケテ 来いえ

（来なさい）。 

おこ １）終わりにしましょう、終わる（おかんか参

照）[用例] 今日はこんで（此れで）オコやんこ

（ましょう）。２）置きましょう、置きなさい [用

例] 此処へ オコ。 

おこした よこした [用例] 噛みついてオコシタ。

くれてオコシタ。 

おこして よこして [用例] うつけて（投げつけ

て）オコシテ。 

おこったれ 怒ってやりなさい、怒りなさい（わるい

たらんかい、わるわんかい参照）[用例] あいな

（あんな）事して、オコッタレ。 

おこって（うねり参照）起って、高くなって、荒くな

って [用例] 波な（が）オコッテ 来た。 

おこよおった 怒って居た（うちすえる参照）[用例] 

言う事 聞かんもんで（ので）オコヨオッタ。 

おこらせん 怒らない（こころ参照）[用例] あの人 

心なええもんで（よくて）なん言うても（何を言っ

ても）オコラセン。 

おこらへん 怒らない（ごくらくとんぼ参照） 

おこられんど 怒られるぞ（さいご参照）[用例] あ

んごし事（馬鹿な事）すると、オコラレンド。 

おこりょおった 怒りました、怒って居ました（ずく

し参照）[用例] あんごし（馬鹿だ）言うて（言っ

て）オコリョオッタ。 

おこんね 怒るのです（だんべ、どろなぶり参照） 

[用例] あんごし（馬鹿だ）言うて（言って）オコ

ンネ。 

おこんの 怒るのです（きもくわす、ちょおさいぼお、

めし参照）[用例] 飯、こぼすな言うて（言って）

オコンノ。 

おさえて 強姦して（へさえこむ参照）[用例] 誰や

かや オサエテ つかめられて（捕えられて） 

おさまった 平穏になった、結果が出た（おさまる参

照）[用例] 時化も、オサマッタなあ 今日は、上

天気や（だ）。 

おしこと 惜しい事（おし参照） 

おぞげや 嫌だ、腹が立つ（あいた参照）[用例] あ

の人 オゾゲヤ。 

おそとく 押さえて置く。重ねて置く（にい、むさる

参照）[用例] さぶいよって（寒いから）布団 オソ

トクと、ええんやれ（よいのだ） 

おそなった 遅くなった、遅刻した（でかけ参照） 

[用例] 朝寝して がっこ（学校）オソナッタ。 

おそなり 野菜、果物の類の遅く成熟するもの（いち

ばんなり参照） 

おそなんね 遅くなるのだ（せく参照）[用例] 朝寝

して がっこ（学校）オソナンネ。 

おちいっとる 気分が沈んで居る（おちいる参照） 

[用例] 気な（が）オチイットルもんで（ので）な

ん言うたてて（何を言っても）上の空やれ（だ）。 

おちつきかえっとる 悠々として居る、のんびりして

居る（のんきもん参照）[用例] 暮れの忙しのん

（のに）オチツキカエットンねない（て居るのだ）。 

おちてく 落ちて行く（ひのくれ、ふだね参照） 

[用例] 飛行機な（が）オチテク。 

おちられ 落ちる（あく参照）[用例] 船から オチ

ラレ。 

おちんね 落ちるのだ（むぎどき参照）[用例] 梯子

から オチンネ。 

おっきいもん 大きい物、者（あらごなし参照） 

おっそお 遅く（うすくろなり参照）[用例] オッソ

オ迄 仕事が 終らんで。 

おったかれ 居たか [用例] 寝て オッタカレ。 

…おったね 居たのです [用例] うつり（感染）オ

ッタネ。怒り オッタネ。 

おったの 居たのです [用例] 買いオッタノ。 

おったもんなあ 居ました。居たものです（うける参

照）[用例] いんな（犬が）オッタモンナア。 

おったん 居た [用例] 服 着よ（て）オッタン。 

おったんなあ 居た、居たのです [用例] 書きょ

（いて）オッタンナア。 

おっちゃくぎ 横着な性質（にげ参照） 

おっとても 落ちて居ても（あおしお、あおぞこ参

照）[用例] 銭な オットテモ 拾わせん。 

おっとんね 落ちて居ます、落ちて居るのです（えさ

かぶる参照）[用例] 財布な（が）オットンネ。 

…おて くて [用例] 面白オテ 

…おて 合って [用例] 銭 出しオテ 旅行 行く
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ね（のだ）。 

おどけたなあ 驚いた（あんかぶじん参照）[用例] 

いんな（犬が）飛びついて来て オドケタナア。 

おどけて 驚いて（おどかす、しらせ、ちゅうてんま

い、つく、どぎも、むねをつく参照）[用例] 陰か

ら どいらいいんな（大きな犬が）出て来て オド

ケテ 逃げたよう。 

おとこあま 海女漁をする男性（すいり参照）。 

おとこしたりする 男性と性交する（まいのけ参照） 

[用例] 若いから オトコシタリスル にげ（人

間）は、淫乱 言われんねやれ（言われるのだよ）。 

おとこよおする 多淫で有る 

おとこよおするひと 多淫な女性（かんのんさん参

照） 

おとしかって（いろなない参照）怖かって [用例] 

親父な（が）オトシカッテ。 

おとしがって 怖がって（あとひざり参照）[用例] 

俺を オトシガッテ 来やへん（来ない）。 

おどして 驚かせて（はんげんそぼおず参照）[用例] 

人 オドシテ 喜んどね（喜んで居るのだ） 

おとしめえ 怖い目（なわぶね参照） 

おとしもんなし 怖いもの無し、大胆な横着な者（た

らもとしまう参照） 

おどしょおった 驚かせた、怖がらせた（がすでっぽ

参照）[用例] よさり（夜）ゆうれん（幽霊）な、

くんど（が来るぞ）言うて（言って）オドショオッ

タの（のです）。 

おとしんよって 怖いのだから（うけはん参照）[用

例] あの人 オトシンヨッテ 近よんな（よるな）。 

おなごで 女手、女を言う（だしたてる参照） 

おぶな 幼稚で有る（うくて参照）[用例] 何時迄も、

オブナねよって（のだから） 

おぶなもん 幼稚な者（わかごくさい参照） 

おぼこおて 幼稚で（おぼこい参照）[用例] 何時ん

なっても、オボコオテ 親に甘えとんね（て居るの

だ）。 

おまんこあらい 大きな盥（はんぎり参照） 

おめいて 叫んで（ねとぼける、むしくりやい参照） 

[用例] 大きな声でオメイテ、みとみないのん（見

苦しいのに） 

おめえ お前（かあ参照） 

おめかん 叫ばない（はかりとり参照）[用例] 大声

で オメカンてて（なくても）聞こえとられ（て居

るよ）。 

おめとる 怖がって居る（おめる、ひとおめ参照） 

[用例] 人 オメトル。 

おもうね 思います。思うのです。（あんどのわきか

らちゃわん参照）[用例] 伊勢 行きたい オモウ

ネ。 

おもうねなし 思うのでない。思わない（うざ参照）

[用例] 有るとも無いとも オモウネナシ。ざあざ

あと 金も つこて（使って）。 

おもうわい 思います（あおさじる参照）[用例] お

とし（怖い）オモウワイ。 

おもくれた 顔がはれた（おもくれる、おわってくる

参照）[用例] 腎臓な（が）わりいて（悪くて）オ

モクレタ 顔 しとられ（して居るよ）。 

おもしろい 変だ、腐りかけて居る（おもしらい参

照）[用例] 此のケーキ、ちょいと（少し）オモシ

ロイ、喰うな（食べるな）。 

おもたいもん 重い物（いねぼちぼ参照）重いです 

[用例] オモタイモン、おら（俺は）よお持たんわ

い（持てません）。 

おもとおて 重くて（あしのひら、あたまあげる参

照）[用例] 足な（が）オモトオテ 歩かれやへん

（歩けない）。 

おもどこ 大切な所、主要な所、中心になる所（おも

参照） 

おもとらせん 思って居ない（へえともない参照） 

[用例] あいらん（あの人達に）いくら 言われた

てて（言われても）へえ（屁）とも、オモトラセン。 

おもとらん 思って居ない（げんとする、こころない、

まがさす参照）[用例] オモトラン事、言われて 

びっくりしたない（驚いたなあ）。 

おもとんの 思って居るのを、思って居るのです（い

たしてた、おくりぜん参照）[用例] 年中、子供の

事、オモトンノ。 

おもやおった 思いました、思って居ました（なんぼ

くもん参照）[用例] 銭な（が）よっけほし事や

（沢山欲しいと）オモヤオッタ。 

おもよおった 思いました、思って居ました（みず参

照）[用例] 腹なへって 飯な（が）喰いたい事や

（だ）オモヨオッタわい（です）。 

おられる 居る事が出来る（あるかい参照）[用例] 

今日は 一日 此処ん（に）オラレル。 

おりおったんてわい 居たそうです（ううなつびほし

たよおん参照）[用例] 昔は 猪も オリオッタン

テワイ。 
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おるやろの 居るでしょう（あといざり参照）[用例] 

老人クラブへ 行きゃ（行けば）あの人もオルヤロ

ノ。 

おれぎゃ 俺の家は（あらける、ひいて参照）[用例] 

オレギャ 爺やん 漁師や（だ）。 

おろしたる 堕胎する（おろす参照）[用例] よけ、

こおな（子供が）有るのん（有るのに）一人位オロ

シタルとええんやれ（よいのだ）。 

おわえとる 追って居る（あとつき参照）[用例] 人

の後 オワエトル。 

おわって 被さって（おわってくる参照）[用例] 髪

な（が）オワッテ来て 目な（が）めえやせん（見

えない）。 

おわんの 終わのです（あがろ参照）[用例] こんで

（此れで）仕事も オワンノ。 

おわんのも 終わるのも（あがる参照）[用例] 仕事 

はよ（早く）オワンノモ 善し悪るしや（だ）。 

おんな 居るのは（あじろ参照）[用例] あしこに

（あすこに）オンナ 誰どい（ですか）。 

おんなあ 居ます（あれる参照）[用例] その時間 

家にオンナア。 

おんなもん 俺の物（ばいけん参照） 

おんのかい（いくこう参照）居ますか、居るのですか 

[用例] まだ 行かんと（ずに）オンノカイ。 

おんのを 居るのを（あいさがも参照）[用例] 結婚

せんと（せずに）一人で オンノヲ 小母や 言う

わい（言います）。 

 


