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か 
 

かいだ なさい [用例] せんカイダ。泣かんカイダ

（泣きなさい）。 

かいたた １）掻いてしまった（ぶっろる参照）掻い

てやった [用例] 背中 カイタタ。２）書いてし

まった、書いてやった [用例] 代わりに おんな

（俺が）手紙 カイタタ。３）欠いてしまった（か

けとる参照）[用例] 茶碗のふち（縁）カイタタ。 

かいたてのほやほや 買ったばかり（できたてのほや

ほや参照） 

かいだりてとけてくよおな 非常に疲れた状態（あら

ばたらき参照） 

かいにくる 替えに来る（いそおけ参照）[用例] 在

方（農村）から、米と魚とカイニクル。 

かいらかしたる １）倒してしまう（かいらかす参

照）[用例] 支え、やっとかな（しておかなけれ

ば）カイラカシタルよって（から）支え やっとけ

よお（当てておきなさい）。２）帰してやる [用

例] よさり（夜）おっそいよって（遅いから）早

よいけ（早く行け）言うて（言って）カイラカシタ

ル。 

かえおった １）買えました（かしん参照）[用例] 

おらの（俺の）若いときゃ（時は）一銭で飴玉 三

ッもカエオッタ。２）替えました [用例] 戦争の

後、きもん（着物）と米とカエオッタ。 

かえたた １）替えてしまった、替えてやった（みそ

なくさる参照）[用例] 味噌の味 カエタタ。２）

汲み出した、汲み出してやった [用例] 便所 カ

エタタ。 

かえたれ １）汲み出せ（あか参照）[用例] せせな

げ（下水）カエタレ。２）汲みだしました。 

かえとる 汲み出して居る（あかおけ参照）[用例] 

便所 カエトル。 

かえりに 帰る時の荷物（いただく参照） 

かおつくってくれ 眉毛を刷って下さい。化粧して下

さい（つくる参照）[用例] よばれてくのん（招待

されて行くのに）カオツクッテクレえ。 

かおのいろかえる 怒、驚きのため、顔色が変わる

（あおなる参照）[用例] 話、聞いたや（たら）カ

オノイロカエテ、とばくらかしてたれ（走って行っ

た）。 

かおやんかれ １）買いましょう（あしこなと参照）

[用例] 鰯なと（でも）カオヤンカレ ２）飼いま

しょう。３）お顔だ。御得意さまだ。 

かおよおしとる 渋面をして居る（しぶくうたよおな

かお参照）[用例] 腹な（が）いとおて（痛くて）

カオヨオシトル。 

かかってきて 金を稼ぐようになって来て（たそく参

照）[用例] 俺家のやろ（野郎、子供）も、カカッ

テキテ、しょおしゃ（少しは）楽やれ（だ）。 

かかもらう 結婚する（かかする参照） 

かかりおった 掛かって居た（うけとりぶしん参照）

[用例] 海老も 網い（に）カカリオッタ。 

かぎ 盗み、盗人（そんひく参照）[用例] あの人 

カギ すんねてわい（するそうですよ）。 

…かけ し始め（ああと参照）[用例] 出カケ、行き

カケ、歩きカケ。 

かげ 嗅ぎなさい（へえくらえ、へかます参照）[用

例] 此の花 ええ匂いやに（よい匂いです）あん

たも（貴方も）カゲえ（嗅ぎなさい）。 

かけがいのない 替りの無い（うしのたた参照）[用

例] カケガイノナイ人や（だ）。 

かけまわり 節期に貸した金を取りに行く事（かきだ

し参照） 

かけられた 引っかけられた。だまされた（かかる参

照）[用例] あんな泣き事言うて来て（彼が不満を

言って来て）ほんとやかおもたや（本当だろうと思

ったら）カケラレタんよう（のです）。 

かさ 蓋、へた（蔕）（あおした参照）[用例] さざ

い（栄螺）のカサは、かったいけど（硬いが）、法

螺のヘタは やいこい（軟らかい）。 

かざすき 風通し（ひらべた、むさくろし参照） 

かされやせん 貸せません（だらしない参照）[用例] 

こや（此れは）大事のもんやよって（物だから）カ

サレヤセンわい（です）。 

かされん 貸さない、貸す事が出来ない（ゆずう参

照）[用例] 此のきもん（着物は）大事んのおやよ

って（の、のだから）カサレンわい（よ）。 

かじ 家に帰る（かい参照） 

かしぇ 貸して下さい（むしん参照）[用例] 俺ん

（に）カシェえ。 

かしおった ました [用例] ふくろ カシオッタ。

泣カシオッタ。 
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かしずみ 樫炭、質の堅い木で、焼いた炭（まつずみ

参照） 

かした した [用例] 吊がらカシタ。泣かカシタ。 

…かしたた てしまった（ずらかす参照）[用例] こ

わらカシタタ（壊してしまった）。怒らカシタタ

（怒らせてしまった）。泣カシタタ。滑らカシタタ。

逃がカシタタ。 

…かしたたれ てしまった [用例] 煮っからカシタ

タレ。 

…かしたて て、しまって [用例] 泣カシタテ。う

ちゃら（壊れ）カシタテ。死なカシタテ。 

…かしたる てやる [用例] どぐら（撲って）カシ

タル。走らカシタル。 

かしたれ せてしまいなさい [用例] ふっからカシ

タレ 

かして して [用例] ちょっかれカシテ。だまくら

カシテ。流らカシテ。 

かして させて [用例] 来やカシテもろて（来させ

て貰って）。 

…かしとけ …かせておけ [用例] 動カシトケ。ま

カシトケ。怒らカシトケ。ちょんがらカシトケ。 

かしとる して居る [用例] ちょっからカシトル

（からかって居る） 

がしゃがしゃ 乾燥した物のふれあう音、乾燥した状

態。さがわしい状態。肌の荒れたさま（がさがさ参

照）[用例] よけ（あまり）ガシャガシャすんな

（するな）。 

かずきよい 潜りやすい（あおばな参照）[用例] 潮

なぬるうて カズキヨイ。 

かずく 担ぐ（になう参照）[用例] こやし（肥料）

畑い（に）カズク。 

かずけごと かこつける事（はつより参照） 

かずけやい なるり付け合い、かこつけ合い（とんび

参照） 

かすな させるな [用例] 笑らカスナまあ。泣カス

ナ 

…かせおった せました [用例] 転ばカセオッタ。 

かぜなおとしてきた 強い風が吹いて来た（おちかぜ

参照）[用例] 西のカゼナオトシテキタ。 

かぜなだしてくる 風が吹いて来る（さかあらし参

照）[用例] 夕方、西のカゼナダシテクル。 

かたいき 片寄り（てしお参照）[用例] 其処な

（が）かたんどて（傾いて居て）カタイキしとられ

（して居るぞ）。 

かたこめ 布団を掛ける時、肩の周囲に、つめる物

（よぎ参照）。 

かたしごな 片足ごな、左右の鋏爪の大きさの違うや

どかり（ごな参照） 

かたひざ 一方の膝（たてひざ参照） 

かためがち 交替（からさお参照）[用例] あんたと

（貴方と）私と カタメガチにしょうや（しましょ

う）。 

かたんだ 傾いた 

かちよた ぶっかった、出合った（からさお参照）

[用例] 丁度のもんに（あいにくの人に）カチヨタ

もんや（ものだ）。 

かった でした、だった [用例] はざんカッタ。 

かったない だった [用例] してくようなカッタナ

イ。 

かったもん １）借りた物（すます参照）２）勝った

者 

…がっとる …がって居る（ういとる参照）[用例] 

嬉しガットル、泣きたガットル。 

…かったや だったら [用例] 靴、ちっちゃ（小

さ）カッタヤ 履かれやせん（ません）。 

…かったり だったり [用例] 丈夫なカッタリ 

かって だって、有って [用例] 有名なカッテ。 

かっとた １）借りて居た（まどう参照）[用例] 借

本屋で、本カットタ。２）刈って居た [用例] 土

手の草、カットタや（ら）蜿な出て来た。３）勝っ

て居た [用例] 始め、白組な（が）カットタけど

（が）終わりにゃ（には）赤組が勝った。 

かっとる １）刈って居る（でば参照）[用例] 麦 

カットル。２）借りて居る [用例] 銭 カットル。 

３）勝って居る [用例] 白組な カットル。４）

拂って居る [用例] 大掃除で煤 カットル ５）

その傾向が有る [用例] 赤色が カットル。 

…かな …かなければ（ほじくる参照）[用例] 泣カ

ナ。とっとカナ（しまっておかなければ）。 

かなおかれ かなわない（つかいだて、ふりまあす参

照）[用例] そんげんよけつこたら（そんなに沢山

使った）幾ら、銭な（が）有ったてて（有っても）

カナオカレ。 

かなげる からげる（くるめる参照）[用例] ぬすっ

と（泥棒）カナゲンのん（のに）なあ（縄）もて来

い（持って来い）。 

かなわせん かなわない、目的が達せられない（あし

はこぶ参照）[用例] 望な カナワセン。 
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かねあせぎ 金稼ぎ、金儲け（ぜんあせぎ参照） 

かねめ 金額（できだか参照） 

…がのお（がのう）が（みず参照）[用例] 伊勢行く

んやガノオ。泣くガノオ。 

かのて 叶って（ねらい参照）[用例] 願いな（が）

カノテ 医者になった。 

かぶせんの 被せるのです（うずめる参照）[用例] 

傘 カブセンノ。 

かぶったた 飲んでしまった（いっしょざけ参照） 

かぶったる 飲んでしまう（かめ参照）[用例] あや

（彼は）一升位の酒なら カブッタルやろど（だろ

う）。 

かぶらかし 搖する事、船を揺する事（ぐらぐら参

照）[用例] 体、揺すると、船カブラカシ すんど

（するぞ）。 

かぼちゃのわた 南瓜の中心に、有る結実していない

物（つえかご参照） 

かまされた 騙された（かまされる参照）[用例] 嘘 

カマサレタ。 

かまへん 構わない（うんうん、はこ参照）[用例] 

そいな事（そんな事）せんでも（しなくても）カマ

ヘン。 

かまわせん １）構わない、支障が無い（かもた、し

らんこと、とんじゃく参照）[用例] 銭な（が）の

おても（無くても）カードな有るよって（が有るか

ら）カマワセン。２）相手をしてくれない [用例] 

おらないたてて（俺が行っても）カマワセン。３）

からかわない [用例] おら（俺は）先生、カマワ

セン。 

かみのひと 偉い人（かみ参照） 

かみまるける 結髪する（あたまゆう参照）[用例] 

磯降りんのん（海女作業に入るのに）カミマルケル。 

かもじ 海胆の一種 

かもて 関わって（そこどこやない参照）[用例] 忙

して（忙しくて）人 カモテおりどこやない（居る

どころではない）。 

かや １）買えば（かいやま、ぼらせん参照）[用例] 

いんのなら（要るのなら）カヤ ええわれ（よろし

いよ）。２）借りれば [用例] 買わんてて（なく

ても）カヤ ええんない（よろしいよ）。 

かやぎで かやで切った傷（めしょぼ参照） 

かよおった １）買いました、買って居ました（あか

むき参照）[用例] あの店で、何でもカヨオッタ。 

２）であった [用例] 賢しこ カヨオッタ。 

がらがら 蛇の一種（ひばかり参照） 

がらだ 石の多い田（いしひく参照） 

からだなとけてく 非常に疲れたときの表現（だり参

照） 

がらづち 小石の多い土（がらぢ参照） 

…かりおって かって [用例] おとし（怖）カリオ

ッテ。寒 カリオッテ。 

かりがね 雁（でば参照） 

かりちん 使用料（からふね参照） 

…かれだ なさい、しなさい（とって参照）[用例] 

泣かんカレダ（泣きなさい）。行かんカレダ（行き

なさい）。取らんカレダ。 

かれった。かれったんよう 枯れて行った（うづきむ

いかにあめ…参照）[用例] 松喰虫で 皆 カレッ

タ。 

かれやせん かれない [用例] 出てカレヤセン 

…かれる 可能を表す、出来る。[用例] 三度三度の

飯は喰てカレル。 

…かれん かれない、…けない [用例] いご（動）

カレン。喰てカレン。 

かろおて 辛くて（ちいそおても参照）[用例] 此の、

とんがらし（唐辛子）カロオテ、まいきった（飛び

上がった）。 

かろかれ ない [用例] 旨まカロカレ、偉らカロカ

レ。 

かわしとこ 移動させえおこう（かわす参照）[用例] 

そか（其処は）雨な（が）当たるよって（から）こ

っちゃい（こちらへ）カワシトコや。 

かわったれ １）交代してやりなさい（くぼ参照） 

[用例] 舟、漕ぐのカワッタレ。２）交代しました  

[用例] あんな（彼が）カワッタレ。 

かわな 買わなければ（せえしょがみ、なた、のあげ、

はっち、ゆもじ参照）[用例] のおな（お前が）カ

ワナ おんな（俺が）かわれ（買います）。 

かわのすそ 川裾、川口部（ういた参照）[用例] カ

ワノスソ迄 流れてた（流れて行った）。 

かわよかれ 買えない（しました参照）[用例] 鯛 

買おてや（買おうとすれば）はしたな（少しの）銭

で、カワヨカレ。 

かわりんだ 代りに（うけ参照）[用例] 飯の カワ

リンダ芋 喰うた。 

…かん …かぬ、かない [用例] いご（動）カン。

出てカン。 

…かんかい 行きなさい（あそでく参照）[用例] あ
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そで（遊んで）カンカイ。 

かんがえとららった 考へて 居なかった（あんじな

ない参照）[用例] なんも（なにも）カンガエトラ

ラッタ。 

かんがえなし 無頓着な人（かんがえ参照） 

…かんかれ なさい、しなさい（かづきて参照）[用

例] 早よ（早く）イカンカレ。泣カンカレ。 

かんけえしとる 性交渉を持って居る（いっしょんな

っとる参照）[用例] あの人 あのおなご（女）と 

カンケエシトル。 

かんじょもぼおんもあわせん 全く利益が無い（かん

じょんあわせん参照） 

…かんせ なさい、しなさい（こころやすなる参照） 

[用例] 泊ってカンセ。泣カンセ。出てカンセ 

かんだ 嗅いだ（かざかぐ参照）[用例] へえ（屁）

カンダら、くそおて（臭くて）。 

かんで かなくて [用例] なつカンデ 

…かんと かずに [用例] 落ちてカント、残っとる

（て居る）。死んでカント。 

かんならん かなければならない [用例] 作ってカ

ンナラン、行カンナラン 

かんの １）刈るのです（のこぎりがま参照）[用例] 

草、カンノ。２）借りるのです [用例] あの家で 

銭 カンノ。３）狩るのです [用例] とんぼ、カ

ンノ。 

がんの がるのを [用例] 汚なガンノ、欲しガンノ。 

かんのきとおし 閂を支える道具（かんのき参照） 

かんぶくろはり よく怒る人（かんぶくろ参照） 

かんむしおこり 幼児が急にむつかり熱を出すこと

（かんむし参照） 

 


