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きいおきば 薪を貯えて置く所（きい参照） 

きいおった 着て居た。[用例] 正月には ええきり

もん（よい着物）キイオッタ。 

きいくたぶれんくたぶれた 気を使って疲れた（きづ

かれ参照） 

きいたねやらきかしぇんねやら。きいたねやら、きか

へんねやら 聞いたのか、聞かないのか（あわくい、

うわのそら参照）[用例] いくら教えても キイタ

ネヤラ、キカヘンネヤラ、一つも（少しも）よおせ

んねない（出来ないのだ）。 

きいつぶした 着潰した（いしぶとん参照）[用例] 

此のきもんばっか着とて（着物ばかり着て居て）キ

イツブシタよう（ですよ）。 

きかしょかい １）聞かせましょうか（よも参照）

[用例] 昔の話 キカショカイ。２）聞かせないで

しょう [用例] 内緒の話やよって（だから）めっ

たん（絶対）キカショカイ。 

きかへん １）聞かない（いいがい、いいん、いくく

ら、うんどる、おしこみ参照）[用例] あのやら

（野郎は）おんな（俺の）言う事、キカヘンねない

（のだ）。２）効かない、効果が無い [用例] 糟

に釘打っても キカヘンやんかい（です）。 

きからった １）聞かなかった（つかいのくい参照） 

[用例] 父やんな（の）言う事 キカラッタや

（ら）怒られた。２）効果が無かった [用例] 釘 

打っても キカラッタ。 

ききょおった 聞きました。聞いて居ました（うすめ

参照）[用例] おっさんな（和尚様の）説教 キキ

ョオッタ。 

きこかれ 聞かない、聞かないで有ろう（ごおじょお、

しゃちこばる、だいじょおかん、たらしとけ、てて

な、そしても、へそ、へそまがり、むつかしや、ゆ

ずう参照）[用例] だな（誰の）言う事もキコカレ。 

きしぇとけ 着せておけ（おそう参照）[用例] こい

なもんでも（此の様な物でも）キシェトケ。 

きだけ 着物を着て、丁度好い背丈（かたぬやげ参

照） 

きたど 来たぞ [用例] 出てキタド。 

きたね １）来たのだ [用例] 伊勢からキタネ。こ

おて（買って）キタネ。２）着たのだ [用例] え

え（よい）服 キタネ。 

きたのおて １）汚なくて（あらいは参照）[用例] 

台所な（が）キタノオテ。２）来たくなくて。３）

着たくなくて。 

きたや １）来たら [用例] 入ってキタヤ。買おて

（買って）キタヤ 俺んも一つ くれや（下さい）。 

２）着たら 

…きたろんねえ 来てあげましょう [用例] 伊勢行

たや（行たら）土産 買おて（買って）キタロンネ

エ。 

きたんど 来たのだ [用例] いたして（盗んで）キ

タンド 

きたんなあ １）来たのだ [用例] いじって（甘え

て）キタンナア ２）着たのだ 

きたんやれ １）来たのだ [用例] うちゃれて（壊

れて）キタンヤレ ２）着たのだ 

きたんよお 来たのです [用例] 学校 おえて（終

わって）キタンヨオ。 

ぎちぎちいっぱい 完全に詰まった状態（ぎっちぎち

参照）[用例] 芝居小屋もギチギチイッパイで、入

いられやせん（入れない）。 

…きったた 激しく…してやった（たたきすえる参

照）[用例] 撲りキッタタ。泣きキッタタ。 

きったてとる 切立って居る、直立して居る（きっさ

か参照）[用例] キッタテトルと危ないよって（か

ら）倒しとけ（ておけ）。 

きったる 激しく…してやる [用例] 怒りキッタル。 

きっつない きつくない（うずうず参照）[用例] 縛

り方 キッツナイ。 

きづつない 心苦しい（あしなおぼたい参照）[用例] 

よけもおて（沢山貰って）キヅツナイのお（です）。 

…きってた 激しく…して行った（わらいすえる参

照）[用例] 走りキッテタ 

きっとけ 切って置け（へた参照）[用例] 此の木も

邪魔なのん（のに）キットケ。 

…きっとけ 激しく…して置け [用例] 怒りキット  

ケ 

…きてな 来てわ [用例] 菓子 こさえて（作っ

て）キテナ 皆ん（に）喰わして（食べさせて）。 

きてなら 来て（くれやい参照）[用例] 人な（が）

キテナラ 遅なったねやれ（のだ）。 

きとんない １）着て居る（ぞろける、ねこおぶ、び
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ろれん、よろい参照）[用例] しゃ（それ）また、

おんなもん（俺の物）キトンナイ。２）来て居る 

[用例] あの人も、キトンナイ、来とんねよお（来

て居るのだ） 

きなえ 苗木（うえこみ参照） 

きびって くくって（すじばる参照）[用例] なあで

（縄で）キビッテ あんね（有るのだ）。 

きまらせん １）決まらない、決定しない（いかまい

か、たすかる参照）[用例] あんな言い こんな言

いして（彼が言い、此の人が言って）事な（が）キ

マラセン。２）終わらない [用例] 何時ん（に）

なっても、仕事な（が）キマラセン。 

きまらへん １）終わらない（ぬいさし参照）２）決

まらない、決定しない。 

きまんね 終わるのです（うけとりぶしん、ちゅうと

はん参照）[用例] いそんで（急いで）すると、キ

マンネ。 

きみょ １）決定しよう（きめ参照）[用例] はよ

（早く）キミョやんかあ（でないか）。２）終わり

にしよう。 

きむくって 厚着して。沢山着て。（あいぎ参照）[用

例] この暑いのに 冬みたいん（のように）キム

クッテ来て。 

きや １）来れば（したや、まぶし参照）[用例] 人

なキヤ相手せんならん（しなければいけない）２）

着れば [用例] 服もキヤええのん（よいのに）。 

…きゃ ければ、て行けば（よそいきのきもん参照） 

[用例] 伊勢行くのん（のに）此の服 着てキャえ

えやれ（よろしいよ）。死んでキャ。持てキャ。悪

るキャ。 

きやな 着なければ（うすで参照）[用例] 寒いのん

（のに）オーバーもキヤナ。 

きやへんね １）来ないのだ（あそびほおける参照）

[用例] 呼んでも キヤヘンネ ２）着ないのだ。 

きゅうしょどこ 急所、大切な所（うちどこ参照） 

…きょ １）き [用例] 歩るキョおった（居た）

２）け [用例] 出かキョか 

ぎょおせんあめ 上質の水飴（ぎょおせん参照） 

きよおったんなあ １）来て居ました。来ました（あ

かがね参照）[用例] 遊びんキョオッタンナア 

２）着て居ました。 

…きょおった …きました、行きました（かりおった

参照）[用例] 泣キョオッタ。行キョオッタ。 

きよおびゃ 最近は（ほそお参照）[用例] キョオビ

ャ おなごも（女も）ばいけんふって（権力を振る

って）えらいねてや（大変なのです）。 

きられやへん １）切れません（まないたば参照） 

[用例] 餅なかっとおて（堅くて）キラレヤヘン。 

２）着れない [用例] ちっちゃい（小さい）服で 

キラレヤヘン。３）来れない [用例] 用事な

（が）有って キヤレヤヘン。 

きられんのおで １）切られるので（うける参照）

[用例] 首キラレンノオデ。２）切れないので。

３）着れないので。 

きりかけ 切り口（はりこ、まげもん参照） 

きれえ 着なさい（したてもん参照）[用例] 早よ

（早く）きりもんも（着物も）キレエ 人な（が）

くんのん（来るのに）。 

きれやせん １）切れない（おおね、しゅうじ、せこ

ぎり、つかいかた、なまくら、なまる、ねもと、は

しか、みずすき参照）[用例] 此のほっちゃ（包丁

は）なまくらで、なんも（少しも）キレヤセン。

２）無くならない [用例] 井戸の水は キレヤセ

ン。 

きれやへん 切れない（どんぼ参照）無くならない 

…きれん きれない [用例] 泣きキレン。しいキレ

ン。喰いキレン 

きん きに [用例] 柿、もじキンいく 

きんがり 光沢を持って光って居るさま（ばあす参

照）[用例] 頭な けえな無いもんで（毛が無いの

で）キンガリ光っとる（て居る）。 

…きんく 来に行く [用例] 網捌キンク。 

きんだんどんす 金欄緞子（とちょお参照） 

きんど １）切るぞ（かや参照）[用例] てえ（手）

キンド ２）着るぞ [用例] ええきもん（よい着

物）キンド。 

きんのを １）切るのを（うなぎめし参照）[用例] 

細こう キンノオ 刻む 言うね（言うのです）

２）着るのを。 

きんのん １）着るのに（こしひぼ参照）[用例] 服

キンノン ちっそおて（小さくて）入らせん。２）

切るのに（いのちしごと参照）[用例] 反物 キン

ノン 鋏ないられ（が要るよ）。 

 


