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こ 
 

こいて おこなって [用例] 伊達 コイテ。 

こいて 言って [用例] まいす コイテ。 

こいなとこ こんな所（えべす参照） 

こいなもん こんな物（あいな、あやこそ、けす参

照） 

こいやしねよって 少し卑しいのだから（あいぐらい

参照）[用例] コイヤシネヨッテ 何でも くろて

（食べて）。 

こえなひけとて 声が嗄れて居て 

こお 来よう（あそびとぎ参照）[用例] 伊勢 行て

コオ。 

こおじく 頑固、強情（がまんなことゆう、ごりやせ

ん、つかいのくい参照） 

ごおじょおもん 頑固者（ごおじょお参照） 

こおだた 噛んでしまった（かちくう参照）[用例] 

指、コオダタ。 

こおたもん 買った物（ぺっぺはねる参照） 

こおたり １）買ったり（あきゅうど参照）[用例] 

米コオタリ 味噌 コオタリ。２）飼ったり。 

…こおて かくて（はしか、はしかい、はしこい参

照）[用例] やいコオテ（柔らかくて）。 

こおどい 来ましょうか [用例] 持てコオドイ。 

こおな 来なければ（こいよ、まびく、れえする参

照）[用例] 早よ行て（早く行って）コオナ はざ

んわれ（駄目だぞ） 

…こおに 来ましょう [用例] 行て コオニ。 

こおもおけた 子供を生んだ、出産した（あまこ、ま

わたぐすり参照）[用例] いんな（犬が）コオモケ

タ。 

こおもおけんもん 子供を出産しない者（とぼす参

照） 

…こおや 来ましょう [用例] あそで（遊んで）コ

オヤ。見て コオヤ。 

こおん 来ましょう（ぶらつく参照）[用例] 伊勢行

て コオン。 

…こおんね 来ます [用例] 土産 買おて（買っ

て）コオンネ。 

こか ましょうか [用例] 出かけてコカ 

こかした 倒した（まるた参照）[用例] 丸太 コカ

シタ よおん（様に）して 寝とる（寝て居る）。 

こくえん 黒煙（じん参照） 

ごくろおやった ご苦労さんでした（ごくろおやのお

参照） 

こけた 転んだ（のがらかしてもおて参照）[用例] 

高下駄履いてコケタ。 

こけとる １）痩せて居る（たどぼ、どぼ参照）[用

例] 頬な（が）コケトル。２）転んで居る [用

例] 砂浜走って コケトル。 

こげなこと こんな事（ややこし参照）[用例] コゲ

ナコト したない（したく無い）。 

こげや こんなのだ（そおや参照）[用例] あげや 

コゲヤ 言うたてて（言っても）はざん（いけな

い）。 

ここのつきご 妊娠九ヶ月で生まれた子供。 

ここばな 此処を（いこか参照）[用例] ココバナ 

やめといて（ておいて）あっちゃい 行こか（あち

らへ行きましょうか）。 

ごこり 心地（うしろに参照）[用例] 着物も 前を

上げゴコリにすると、歩きやすい。 

こころさおぎ 心騒ぎ、心配（きなさわぐ参照） 

こさえかた 作り方（ばっち参照） 

こさえた 作った（こおろ、つめおぼえ参照）[用例] 

節句で団子コサエタ。 

こさえたてのほやほや 作ったばかり（できたてのほ

やほや参照） 

こさえとけ 作っておけ（うましご、すしな、ちょぼ

ちょぼ、てかけ参照）[用例] よさり（夜）喰うの

ん（食べるのに）刺身も コサエトケ。 

こさえとる 作って居る（こえつぼ、なんなと参照） 

[用例] 船 コサエトル。 

こさえん 作らない、作れない（ありあい参照）[用

例] 服 よう コサエン、銭なのおて（が無くて）。 

こさおか 作らうか、作りましょうか（こさお参照）

[用例] 節句なのん（だのに）団子なと（でも）コ

サオカ。 

こしぬつからかした 腰を抜かした、驚いた（ほしも

ん参照）[用例] おどけて（驚いて）コシヌッカラ

カシタよう。 

こしゃえた 作った（おこし、しいがてら、しがてら

参照）[用例] 新し、服コシャエタ。 

こしゃえとた 作った居た（しいたい参照）[用例] 

鮨 コシャエトタ。 
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こしゃえとる 作って居る（もっぱつぎ参照）[用例] 

酒の肴 コシャエトル とこやよう（処ですよ）。 

こしらいた 作った（へちま参照）[用例] 新し、布

団 コシライタ 

こしらいたて １）作ったばかり（さらち参照）２）

作ってやって [用例] あのきもん（着物）おんな

（俺が）コシライタテ 着とんねやれ（着て居るの

だよ）。 

こぜりだす 探り出す、掘り出す（いなんこと参照）

[用例] 人の隠しとる（て居る）事 コゼリダシテ、

世間い（へ）言いさがして（言いふらして）。 

こたえやへん 反応が無い、平気で居る（しぶとい参

照）[用例] 怒られても、コタエヤヘン。 

こたわせん １）追っつかない（たるびらき参照） 

[用例] あの家の借金 しょおしょの事で（少しの

事で）コタワセン程 あんねてわい（有るそうです

よ）。 ２）反応が無い [用例] 撲られても コ

タワセン奴や（だ）。 

こっちゃがわ こちら側（ともど参照） 

こってた 凍って行った（あぶる、かねこおり参照） 

[用例] 冷めとおて（たくて）てえな（手が）コッ

テタ。 

こっとて １）夢中になって居て（こりしょ・こる参

照）[用例] 仕事に、コットテ 昼も来やせん（来

ない）２）凍って居て [用例] 井戸な（が）コッ

トテ 水な（が）汲まれやせん（れない）。 

こで 込んで [用例] はりコデ。つっコデ。持ちコ

デ。 

こてえ こじょ、無理に動かせ（てこにあわん参照） 

[用例] 挺子で、コテエえ。 

ことに のに [用例] 言やええ（言えばよい）コト

ニ。 

ことばづけ 口数、もの言い（あいそなし参照） 

こどもらのやく 子供のしなければならない病気（ほ

っぱれ参照）麻疹、風疹、流行性耳下腺等 

…ことん のに [用例] 言やええコトン（言えばよ

いのに）。行きゃええコトン（行けばよいのに） 

こな 来なければ（いちがい きちがい あほのうち、

きがかり、くにする、ながしもん、なつば、のおか

い、ほおこ、もじく参照）[用例] 行て、コナ は

ざん（駄目だ） 

こぬけとる 馬鹿だ、少し抜けて居る（おなし参照） 

このこげ 此の人（子）の家（これ参照） 

このごら 此の頃は（…ずめ、すがたみせん参照） 

[用例] コノゴラ 姿見せんなあ（来ませんな）。 

このまな 好まなければ（たかぎいのぼらな参照） 

[用例] ええ人（よい人）コノマナ はざんわい

（駄目です）。 

このよぬすみ（いのちぬすむ参照）老人 

こばった 配った（ふなど参照）[用例] 土産 コバ

ッタ。 

こばったり 配ったり（うちいわい参照）[用例] 米

コバッタリ 菓子コバッタリ。 

こばって 配って（いせまいり、かい、まないたあら

い参照）[用例] 祝いもん（物）も、皆 コバッテ 

安心やれ（だ）。 

こびて 焦げて（こびくさい参照）[用例] 鍋な

（が）コビテ 嗅いわれ（です）。 

こべこんでた 詰め込んで行った（ほばくる参照） 

[用例] 袋一杯 コベコンデタ。 

こまかしこと 面倒な事（うそせせかし参照） 

こまものみせだして 嘔吐して（みせひろげる参照） 

[用例] よけ（沢山）酒のおで（飲んで）コマモノ

ミセダシテ 布団わやんして（目茶苦茶に汚して）。 

こまらせん 詰められません、詰まりません（こまる

参照）[用例] 袋な（が）ちっちょおて（小さく

て）全部は、コマラセンわい（です）。 

こみすぎ 混雑し過ぎ（こんどる参照）[用例] 此の

バス コミスギとられ（て居るよ）。 

こめて 詰めて（あぜぬり参照）[用例] 鼻血な

（が）出て 綿コメテ。 

こめんね 詰めるのだ（あしのとも参照）[用例] 月

経で 綿コメンネ。 

…こや ましょう（かざま、じあらし参照）[用例] 

行コヤ（行きましょう）。泣コヤ（泣きましょう）。

おコヤ（終わりましょう）。 

こらえよおなない 耐えられない、許せない（こらえ

る参照）[用例] ごおなわいて（腹が立って）コラ

エヨオナナイ。 

こりかたまっとんね １）一生懸命になって居るのだ

（こりかたまる参照）[用例] 大学受ける言うて

（言って）べんきょん（勉強に）コリカタマットン

ネ。２）夢中になって居るのだ [用例] あの女に、

コリカタマットンネ。 

これやった 来れなかった（やったんで参照）[用例] 

用事が出来て来て コレヤッタ。 

ころしたた 殺してしまった（むなぐら参照）[用例] 

蛇 見つけて コロシタタ。 
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こわがりや 臆病者（おとろしがりや参照） 

…こん こに、行こう、ましょう [用例] 金 借っ

てコン 

ごんぞのおおび 岩の下側に居る鮑（ごんぞとり参

照） 

こんだ 来なかった（あつまり参照）[用例] あんた

（貴方）こなんだ（此の間）コンダなあ。 

こんて 此の様にして（いずまい参照）[用例] そげ

んせんと（その様にせずに）コンテすると、出来ん

ど（るぞ）。 

こんでく て行く [用例] 入りコンデク。 

…こんと 来ないと [用例] してコント 

こんよおん 来ないように [用例] 入ってコンヨオ

ン。 

 


