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くいおった 食べて居た（あらめな参照）[用例] 戦

後は芋の茎も クイオッタ。 

くいこぼし 喰い残し（だまり参照） 

くいこみ 損失、欠損（くらいこむ参照） 

くいたんのする 満腹になる、食べ飽きる（どどろび

る参照）[用例] 酒も、ごっつおも（御馳走も）ク

イタンノスル程 よばれて（傾いて）行くわい（帰

ります）。 

くいちろぼお 大食漢（くいすけ参照） 

くいどおし 食べ通し（あさからよさまで参照）[用

例] 朝からよさ（夜）迄、クイドオシやない（だ）。 

くいよい 食べやすい（すや参照）[用例] はあなわ

りのん（歯が悪いのに）やいこんもん（柔らかい

物）やや（やれば）クイヨイやんかい（ではない

か）。 

くうたた 食べてしまった（とこぎり参照）[用例] 

皆 クウタタねない（のだ）。 

くうたね 食べたのだ（あだことば参照）[用例] 飯 

クウタネ。 

くうたもん １）食べた物（うましご参照） ２）食

べました [用例] おんな（俺が）クウタモン。 

…くうて くくて、困難で（ほそおび参照）[用例] 

しの（に）クウテ、しのクウテ、ほったりした（困

った）。 

ぐうともいわせん 何とも言わない（よばん参照）

[用例] 説教しやれたや（されたら）グウトモイワ

セン。 

くうな １）食べるのが（うなぎ参照）２）食べるの

は（なめりさば参照）[用例] 昔、卵、クウナ 病

人だけやった（だった）。 

くうな 食べるな（たなご、つなぎ参照）[用例] 腐

ったもん（物）クウナよう。 

くうねてや 食べるのですよ [用例] よおクウネテ

ヤ 

くうのお 食べるなあ [用例] よお、クウノオ。 

くうやんな 食べるでしょう（あらめな参照）[用例] 

飯 クウヤンナ。 

くおん 食べよう、くおに（つかみぐい参照）[用例] 

早よ（早く）飯、クオン。 

くかしらん くか判らない [用例] 出て、クカシラ

ン 

くくだ 含んだ（うちまのこと参照）[用例] 飯玉 

ククダ。 

くさあい 非常に臭い（じゅうやく参照） 

くさいめし 腐りかかった飯、転じて牢（うじゃける

参照） 

くざけて 水に浸して（あろた参照）[用例] 洗濯物

も クザケテ 洗ろとけよお（洗っておけ）。 

ぐざついとる はっきりしない（くざつく参照）[用

例] 今日は、天気な（が）グザツイトル。 

くさらへん １）腐らない（しゃね参照）[用例] 石

はめったん（絶対）クサラヘン。２）しないの卑語 

[用例] 仕事も、しクサラヘン。 

くさんだ 塞いだ、閉じた（めしょぼ参照）[用例] 

石な（が）飛んで来て めえ（目）クサンダ。 

くすぼっとる １）煙って居る（くすぼる、せきゆ、

ひい参照）[用例] 薪な燃えんでクスボットル。

２）陰気なさま（むしむしする参照）[用例] あの

人、いつでもクスボットル様にしとる（にして居

る） 

くせに のに [用例] なんも（少しも）はざん（だ

めな）クセニ。 

くだされ 下さい（のがらす参照）[用例] 神様、私

の願いを 聞いてクダサレ。 

くださんな くれるな（つめまあし参照）[用例] 病

気させてクダサンナ。 

くたたねない 食べてしまったのだ（ありやい参照）

[用例] 有っただけ 皆 クタタネナイ。 

くたばって １）疲れて（うなりなきた参照）[用例] 

富士山に登って クタバッテ。２）死んで。 

くだりのとっきゅう 下痢（はらくう参照） 

くたんね 食べてしまいます。食べてしまうのだ（あ

んごまし、いっしょめし、えだ、かなぶん、ちあい、

やったん参照）[用例] 一人で皆 クタンネ。 

くちきいたる 頼んであげます（くちきき参照）[用

例] あの会社の社長 よお知っとるよって（よく

知って居るから）私な（が）クチキイタルわい。 

くちなとまった 禁漁になった（ふだどめ参照）[用

例] 海老のクチナトマッタ。 

くちゃね 食べて寝る、徒食（ふてね参照）[用例] 

年中、遊んで クチャネやない（だ）。 

…くっと 来ると（かい参照）[用例] 父さん、怒っ
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てクット おとしど（怖いぞ） 

…くと て行くと、しておくと [用例] 土産持って

クト、嬉んで。泣いとクト。 

くといてた 食べて行った（ありやい参照）[用例] 

皆 クトイテタ。 

くどお くどく、執要に（ああてや、ほど参照）[用

例] あんまり（余り）クドオ 言うな。 

くどきもて 不平を言いながら（うそかいだり参照）

[用例] クドキモテ 仕事しとる。 

くときゃ 食べておけば（ありあい参照）[用例] 早

よ クトキャ ええのん（よいのに）。 

くとこ 食べておこう（ありあい、つなぎ参照）[用

例] 飯も早い目にクトコやんかれ（ましょう）。 

くとりゃ 食べて居れば（ありぎら参照）[用例] 有

るもん クトリャ ええない（よろしい）。 

くとれ 食べて居れ、食べて居なさい（なんなと参

照）[用例] 何でも 有る物 クトレ。 

くとろ 食べて居ましょう（むしやしない参照）[用

例] 腹なへったよって あられなと（でも）クト

ロ。 

…くね…くのだ [用例] 泣クネ。行クネ。出てクネ。 

くねない くのだ [用例] 出てクネナイ。 

くや １）食べれば [用例] 飯 クヤ ええのん

（よいのに）。２）来れば [用例] 人な（が）ク

ヤ 相手せんならん（しなければいけない）。 

くやあるいて 喰べて（…あるいて参照）[用例] あ

いなもん（あんな物）クヤアルイテ。 

くよに あげましょう、くれよう（だかえる参照）

[用例] 抱いてクヨニ、早よ 来い。 

くよん あげましょう、くれよう（ぽっぽ、ぽっぽい

れる参照）[用例] かしん（菓子）クヨン。取って

クヨン。 

くらがあり 非常に暗い（あかりまど参照） 

くらがりよおん 暗いように、陰気なように（あかぬ

けせん参照）[用例] いつもかも クラガリヨオン 

しとる（して居る）人や（だ）。 

くらべやい 較べ合い（…やい参照） 

くりゃ 来れば（さらい参照）[用例] 早よ（早く）

クリャ ええのん（よいのに）。 

くるわい 来ます [用例] 出て クルワイ。 

くれおった くれた [用例] 呼んでクレオッタ。 

くれたんかい くれたのですか [用例] 遠いところ

から 来てクレタンカイ。 

くれとる くれて居る [用例] アパート 借ってク

レトル。 

くれやせん くれない（こいも、せんだち、たてね、

で、はなくそ参照）[用例] 売って、クレヤセン。

行てクレヤセン。 

くれやせんかい くれませんか [用例] 用事行て 

クレヤセンカイ。 

くれやへん くれない（ごおよく、どっこも参照） 

くれよおった くれた、くれました [用例] ぬくと

めて クレヨオッタ。 

くれよった くれた、くれました [用例] 英語 教

えてクレヨッタ。 

くれらった くれなかった（かわく参照）[用例] 用

事 行たけど（が）褒美 クレラッタ。 

くれんで くれなくて（あいそしやせん参照）[用例] 

おせて（教えて）クレンデ。 

くれんな １）くれるな（ほっといて参照）[用例] 

俺ん（に）かもて（関わって）クレンナ。 ２）く

れるのは [用例] 俺ん（に）クレンナ どれどい

（ですか）。 

…くれんね くれるのですよ [用例] して クレン

ネ。 

くれんねやんかい くれるのですよ [用例] 行て 

クレンネヤンカイ。 

くれんのん 呉れるのに（あげだした参照）[用例] 

人ん（に）クレンノン ええもんやらな（よい物を

あげなければ）。 

くろずんできた 黒くなって来た（くろずむ参照）

[用例] 煤でクロズンデキタ。 

くろて 食らって、食べて、飲んで（あてうた、おお

ぐらい、ぐざべ、ななっぢゃ、わるよおった参照）

[用例] 酒ばっか（ばかり）クロテ、仕事もせんと

（せずに）。 

…くわい ます、しまし [用例] 泣クワイ。買うワ

イ。行くワイ。 

くわさせん 食べさせない（とやげたて、とやげられ

た参照）[用例] 用事 せんもん（しない者）は、

飯クワサセン。 

くわざった 食べなかった（いそもん参照）[用例] 

飯 クワザッタ。 

くわしぇん 食べない（…しぇん参照）[用例] 飯 

クワシェン 

くわしおった 食べさせて居た（あかがいる参照）

[用例] 爺やんに お粥 クワシオッタ。 

くわした 食べさせた（こやす参照）[用例] 病人に 
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お粥クワシタ。 

くわしゃ １）食べさせれば（まつりごと、みずむけ

参照）[用例] こららな（子供が）おおぜで（大勢

で）そいらん（それらに）飯、クワシャ 銭も よ

けいるわい（沢山要りますよ）。２）差し込めば 

[用例] 石の下い（に）梃子クワシャ 動かれ（動

きますよ）。 

くわせん １）食べない [用例] 飯 クワセン。 

２）釣れない [用例] 魚な（が）クワセン。 

くわな 食べなければ（あおもん参照）[用例] 俺も 

クワナ 損や。 

くわへん １）食べない（こだら、すり参照） ２）

釣れない 

くわまい 食べない、食べたくない（なれる参照）

[用例] 飯、クワマイ。 

くわよかれ 食べられない（あいなもん、あいぐい参

照）[用例] かっとおて（堅くて）クワヨカレ。 

くわれやへん 食べられない（もぶし参照）[用例] 

腹な いとおて（が痛くて）飯な クワレヤヘン。 

くわん 食べない（あさめしまえ、おびやばら参照）

[用例] 酒ばか（ばかり）飲んどて（で居て）肴 

クワン人や（だ）。 

くんてや くのです [用例] 突っクンテヤ。泣クン

テヤ。 

くんな 来るのは（さかしお、なかにし参照）[用例] 

あしこい（あすこへ）クンナ 誰どい（ですか）。 

…くんなあ 来ます、来るようだ [用例] してクン

ナア 

くんなし くのです [用例] なってクンナシ 

…くんなまあ 来るな [用例] 寄ってクンナマア 

くんなよって 来るのだから（いじゃく参照）[用例] 

お客な クンナヨッテ 部屋も片付けとけよお（て

おきなさい）。 

くんねてや 来るのですよ [用例] 正月にゃ（に

は）家い（に）帰って クンネテヤ 息子等も。 

くんねてわい 来るのだそうです（あだべる参照）

[用例] 伊勢から人な（が）クンネテワイ。 

くんねなあ 来るのだなあ（あっこお参照）[用例] 

あした（明日）のおも（お前も）クンネナア。 

くんねない 来るのだ（きよわい、わすれどき参照）

[用例] くんな言うてあんのん（来るなと言って有

るのに）又、クンネナイ。 

くんねやろ 来るのでしょう（あんごかしこい参照）

[用例] 嫁さんな クンネヤロ。 

くんねんなあ 来るのです [用例] 痛となって ク

ンネンナア。 

くんのな 来るのが（うく参照）[用例] 泣いて ク

ンノナ。 

くんのなあ 来るのです [用例] 行てクンノナア。 

くんのも 来るのも（あとざん参照）[用例] 泣いて 

クンノモ。 

くんのを 来るのを（いきさらせ、いぼむ、ういとる、

うずなたまる、かえり、こいら、ぞれおちた、ひき

ちぎる、めえ参照）[用例] のおな（お前が）クン

ノヲ、待っとんねやれ（て居るのだ）。 

…くんやれ くのだ（すたる参照）[用例] 泣いてク

ンヤレ。すたってクンヤレ。 

くんやんかい くのです [用例] 入って、クンヤン

カイ。泣クンヤンカ。 

 


