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し 
 

しいおえた し終わった（ほのめ参照）[用例] 稲刈

りも シイオエタ。一息や（です）。 

じいげ 爺の家（じい参照） 

しいつけん しつけて居ない、慣れて居ない（えて、

ちのみち参照）[用例] シイツケン仕事は手間取っ

て、仕上がりもわりなあ（悪いです）。 

しいん しに（あらける参照）[用例] 小便 シイン

行く。 

しぇえき 精気、元気、勢い（しぇえつく参照） 

しぇえよお しなさい（あて参照）[用例] 勉強 シ

ェエヨオ。 

しぇらった しなかった（むたい参照）[用例] 勉強

シェラッタ。仕事シェラッタ。 

しおおて 塩辛くて（おちゃのこ参照） 

しおないききってきた 潮流が早くなって来た（そこ

しお参照） 

しおないてくる 潮流が早くなる（しおないごかん参

照） 

しおないとんのおな 潮流が早いのが（ぬるい参照） 

しおなとごる 潮流が無くなる（しおないごかん参

照） 

しおなにえてきた 海水にぬれた体を洗わずに居て、

日に照られて熱くなる（わく参照） 

しおなぬるどる 潮の流れが少ない（そこしお参照） 

しおぶいとる 表面に塩が一杯ついて居る（おちゃの

こ参照）[用例] 此の昆布の佃煮シオブイトル。 

しかくなはこ 棺（ひざだく参照） 

しき 船底（たな参照） 

しきしめて 引き締めて（いそめがね参照）[用例] 

きい（気持）シキシメテ仕事もせな（しなければ）

しくじんど（失敗するぞ）。 

しきりなし 絶えまなく（ひっきりなし参照）[用例] 

シキリナシん（に）自動車な（が）通る、 

しぐれだってきた 俄雨が降りそうになって来た（し

ぐれ参照） 

しけかぜ 台風の前、時に吹く風、特有の臭いが有る

（かざなする参照） 

しけてた １）退色して行った。変色していった（あ

かちゃける参照）[用例] 日に当たって 色な

（が）シケテタ。２）湿気を帯びた。 

しけやった 不漁だった（しけ参照）[用例] 今日は

シケヤッタ。 

しこだ １）手に入れた（しこむ参照）[用例] ええ

もん（よい物）シコダなあ。２）教えた [用例] 

漁師におんな（俺が）シコダね（のだ）。 

しこったる 凝ってしまう、熱中する（こりしょ参

照）[用例] 勉強、シコッタル。 

しこっとんね 一生懸命だ、一生懸命になって居るの

だ（ひらいもん参照）[用例] 仕事ん（に）シコッ

トンネ。 

しごとぶり 仕事をする様子 

しこんだ １）手に入れた（しこみ参照）[用例] 立

派なきもん（着物）シコンダ。２）教えた [用例] 

百姓の仕事シコンダ。 

しじくだった ずぶ濡れになった（あばけ参照）[用

例] 雨にシジクダッタ。 

しすぐった 完了した、終わる、なし終える（しすぐ

る、すぐる参照）[用例] 大学 シスグッタ。 

しそこなう 失敗する（できそこね参照）[用例] シ

ソコナウと はざんよって（いけないから）きいつ

けえよお（気をつけなさい）。 

じぞさん 地蔵様（あせかき参照） 

しだ ます [用例] 嘘、言うシダ。 

したきゃ したければ（しいほおだい参照）[用例] 

べんきょ（勉強）シタキャせんかい（しなさい）。 

したけど したが [用例] 家い（に）人な（客が）

来とて（て居て）シタケド、此処い（に）来たんや

わい（のです）。 

したしもん １）親しい者（よろこび参照）２）親し

いから [用例] あの人と、シタシモン 何でも貰

うわい（貰いますよ）。 

したしなか 親しい仲、仲好くして居る（ちかづき参

照） 

したしひと 親しい人（ちかづき参照） 

したたけど １）してしまったが（あとくちわり参

照）[用例] わりにと（悪るい事）シタタケド こ

らいてくれえ（許して下さい）２）してやったが。 

したたね してしまったのだ。[用例] 茶碗うちゃっ

て（壊して）シタタネ。 

したたらせん 一杯にならない（したたらん参照） 

[用例] にいなすけのおて（荷が少なくて）舟一杯 

シタタラセン。 



 2198 

したっとる 湿気が有る（あおさじる参照）[用例] 

洗濯物、まだシタットル。 

したても １）してしまっても（だいじない、まけた

れ、めっそお参照）[用例] しょんべ（小便）シタ

テモだんねえ（構わない）。２）してやっても（あ

りがため参照）[用例] なん（何）シタテモ 礼も

言わせん（言わない）。 

したない １）しました（おひゃくどまいり、ひょこ

っと、みばれ、めめくじ参照）[用例] そやまあ

（それ は）早よう（早く）おんな（俺が）シタナ

イ。２）したくない [用例] そいなこた（そんな

事は）シタナイ。 

したなって したくなって（あいなない参照）[用例] 

しょんべな（小便が）シタナッテ。 

…したね したのだ [用例] ちっちゃい（小さい）

子泣かシタネ。 

したらせん １）してやらない（おいた参照）[用例] 

用事 シタラセン。２）しない [用例] 寝小便 

シタラセン。 

したらんと してしまわないと、しないと（らっきょ

参照）[用例] 早よ（早く）シタラント 腐ってく

ど（て行くぞ）。 

したろや してしまいましょう（あしあらい参照）

[用例] 勉強 シタロヤ。泣カシタロヤ。 

したんね １）してしまうのです（あかぶね参照）

[用例] 仕事 シタンネ。２）してあげるのです。 

したんの １）してしまうのです（うたがいしん参

照）[用例] 仕事 シタンノ。２）してあげるので

す。 

したんや したのだ [用例] なと（どう）シタンヤ。 

したんよお しました（あかぼや参照）[用例] 勉強 

シタンヨオ。 

しちむすび きっく結ぶ、結び方、吉弥結び（おなご

むすび参照） 

じっせん 十銭（はんぱもん参照） 

しっとて 知って居て（おませ、かれきり、くちじょ

おず、こおしょお、わざと参照）[用例] シットテ 

わり事しとる（悪い事をして居る）。 

しっとや 知って居れば（あに参照）[用例] シット

ヤ 教せてくれえ（教えて下さい）。 

しっとられ 知って居る（あたまなええ参照）[用例] 

そいなこた（そんな事は）シットラレ。 

しっとる 知って居る（つかいご、わけしり参照）

[用例] あの人、よお（よく）シットル。 

しっぱいくう 失敗する（とばしゃげ、はやとちり参

照）[用例] 急ぐと、シッパイクウど（ぞ）。 

しっらこおて 執拗で、味が濃くて（しっらこい参

照）[用例] あの人、シツラコオテ 嫌や（だ）。 

…して しくて [用例] 忙がシテ。卑やシテ。恥か

シテ。 

…して せて [用例] 騒がシテ、済まんなあ（済み

ませんね）。 

してえ して下さい [用例] 遊ばシテエ。私も、見

やシテエ。 

しておらよかい。しておらよかな して居られない

（あめやすみ参照）[用例] 此の忙しのん（のに）

そいな事（そんな事）シテオラヨカイ。 

しておられやせん して居れない（ひのきがえ、やん

え、やんえ参照） 

してかれ して行くよ [用例] なっとでも、シテカ

レ。 

してかん して行かない（かまどしょおぐん参照）

[用例] 用事も シテカンと（で）遊びんいて（に

行って）。 

してくっと して来ると（かかってく参照）[用例] 

雨な（が）シテクット 濡れられ（るぞ）。 

してけ して行け（おひねり参照）[用例] 早よ（早

く）シテケ。 

してたれ して行った [用例] ちくてん、シテタレ。 

してない していない、完成させて居ない（きい参

照）[用例] まだシテナイわい（です）。 

してねえ して居ない、完成させて居ない（ぎりじゅ

うぎ参照） 

してほし して欲しい（らくにする参照）[用例] 此

の仕事 シテホシなあ（です）。 

してみよ １）して見なさい（やれる参照）[用例] 

のおも（お前も）シテミヨ 面白いど（ぞ）。２）

して見よう。試してみよう [用例] 此れ、シテミ

ヨ。 

してんね して居るのです、して居る（はな参照）

[用例] あいな事（あんな事）ばっか（ばかり）シ

テンネ。 

しとおて したくて（いきづな、むずむず参照）[用

例] しょんべな（小便が）シトオテ。 

しとくわ しておきます（あいあい参照）[用例] そ

の仕事 おんな（俺が）シトクワ。 

しとたら して居たら（あいてにならせん参照）[用

例] 勉強 シトタラ 呼びん来た。 
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しとって 湿気を帯びて（しびたれる、とりこみじき、

はっしゃげもん参照）[用例] 蓋、しとかんと（し

ておかないと）じっきん（すぐに）シトッテ来る。 

しとなって したくなって（おじける、たれんのかい、

のぐそ参照）[用例] しょんべな（小便が）シトナ

ッテ来て。 

しとばか（いどる参照）少し [用例] シトバカ く

れえ（下さい）。 

しとぼじして 人につられて、人の行動に合わせ（む

なぶくれる参照）[用例] シトボジシテ 食い過ぎ

た。 

しとよ して居よう（いいちらす参照）[用例] 勉強 

シトヨ。 

しとよい（人酔）多人数のため 気分が悪くなること 

しとよおった して居た（あらいおけ参照）[用例] 

喧嘩 シトヨオッタ。 

しとらせん １）して居ない（どけ、てんじょ参照）

[用例] 勉強 シトラセン。２）湿気が来ない 

[用例] 二階は、高っかいよって（高いから）シト

ラセン。 

しとらせんのかいなあ して居ないのか（うかごとる

参照）[用例] まだ 仕事 シトラセンノカイナア。 

しとらへん １）して居ない（うかうか、じっちりす

る、しとらん、ときはなし、むく参照）２）湿気が

来ない。 

しとられ して居る（あしさき、以下多数あり参照）

[用例] 勉強 シトラレ。 

しとらんと して居なくて [用例] いつ迄もそげん

（そんなに）シトラント、早よせんかれ（早くしな

さい）。 

しとりおった して居た、して居ました（こあきない、

さいと、しらはま、すすぼける、ずべる、すべいし、

すめ、つんつるてん、ねえきってく、べつなべ、ほ

りこみ、まないたあらい参照）[用例] 若いこら

（頃は）伊達こいて シトリオッタけど（が）。 

しとりなきやせん 湿気を帯びない（おし参照）[用

例] 二階は、シトリナキヤセン。 

しとると して居ると [用例] 風呂 入ってシトル

ト。 

しとるやんない して居るでしょう（うけとりぶしん

参照）[用例] 勉強 シトルヤンナイ。 

しとるんやれ して居るのだ（あいがなすきがな参

照）[用例] 百姓 シトルンヤレ。 

しとれ して居れ（おしずかに、つつまし、ぬくとま

る、みとれ参照）[用例] 子守 シトレ。 

しとろおった して居た（たなもと参照）[用例] 若

い時ゃ（は）勉強シトロオッタ。 

しとろかい して居ません（ゆうけい参照）[用例] 

若いから化粧やどけ（なんか）シトロカイ。 

…しとろと して居ようと（なりふり参照）[用例] 

泣いてシトロト、笑ろトロト、俺に関係無い事や

（だ）。 

しとんと して居ると（せっくばたらき参照）[用例] 

おんな（俺が）用事シトント 呼びん（に）来て。 

しとんど して居る、して居るぞ（どんより参照）

[用例] あんごし（馬鹿だ）言うて（言って）笑ろ

てシトンド。 

しとんなあ して居る（あいきょ参照）[用例] 立派

ん（に）シトンナア。 

しとんない して居る（ああおお、あおる参照）[用

例] 又、あいな事（あんな事）シトンナイ。 

しとんななし １）して居るのです（そごお参照）

[用例] 人な（が）来て 話、シトンナナシ。２）

して居なくて [用例] 仕事も、なんも（何も）シ

トンナナシ、てえ（手）抱いて見とられ（見て居

る）。 

しとんねてや して居るのです（あけほけ参照）[用

例] あの家 漁師 シトンネテヤ。 

しとんのおを して居るのを（うごうご参照）[用例] 

勉強 シトンノオヲ。 

しとんのかいなあ して居るのだろうか（うかごとる

参照）[用例] あの人 あそこで なん（何）シト

ンノカイナア。 

しとんねない して居るのだ [用例] いつ迄 あい

ん（あんなに）シトンネナイ。 

しとんやな して居るのですか（おまや参照）[用例] 

おまや（貴方は）なん（何を）シトンヤナ、変わっ

た事 しとるやんかい（して居るで有りませんか）。 

しな ます、言うシナ。 

…しなあ ます（あいぐいし参照）[用例] 言うシナ

ア 喰うシナア。 

しにぐそたれた 死ぬ程、努力した（まなこ参照）

[用例] 持つのん（に）おぼとおて（重たくて）シ

ニグソタレタ。 

しのどんね 忍んで居るのだ、隠れて居るのだ、忍び

合いをして居る（おやにみつけられたらしまいやれ

参照）[用例] 此処い（に）シノドンネ。 

しびた 湿気を含んで、柔らかくなった（しびる参
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照）[用例] シビタ煎餅は旨ない。 

しぶり する格構（てぶり参照）[用例] シブリな

（が）わりなあ（悪いです）。 

しまいごろ 終わり頃（うらなり、もとなり参照） 

しまいのしんのけつ 最後（もちもん参照） 

しまつ 手入れ（こじょっこり参照）[用例] きもん

（着物）も、シマツして しもとけ（しまって置

け）。 

しまづいえ 暇づいえ、時間の無駄（つかいご参照） 

しまわして 終わって（すます参照）[用例] 掃除も

シマワシテ 立派ん（に）なった。 

しめな 注連縄（めはりだけ参照） 

しもおとけ 仕舞っておけ（あらける参照）[用例] 

大事のもん（物）は シモオトケ。 

しもて 壊して、悪くして（しんけだま、ろおがい参

照）[用例] 体、シモテ寝とる（て居る）。 

…しもて しまって（やってのける参照）[用例] わ

り事（わるい事）してシモテ、こらいてくれえ（許

して下さい） 

じゃ では（どおなりこおなり参照）[用例] そいジ

ャ（それでは）行くわい（帰ります）。今のとこジ

ャ。 

しゃあ すれば（まぶし参照）[用例] こげんして

（こんなにして）シャア出来られ（出来る）。 

しゃあない、しゃない 仕方がない、しょうが無い

（うけにくい参照）[用例] したたもん（してしま

ったもの）シャアナイ。 

しゃさせん させない [用例] 食べシャサセン。 

しやしぇん しない（…しぇん参照）[用例] べんき

ょ（勉強）シヤシェンもん（から）落第すられ（す

るよ）。 

しやすうい 簡単だ（やっすい参照） [用例] そい

なこと（そんな事は）シヤスウイ事やれ（だ）。 

しゃせん させない（えんぎとる、つきのもん参照）

[用例] あの人ん、シャセンなよう 

しゃそ させよう（さそか参照）[用例] 此の仕事 

あの人ん シャソや（させましょう）。 

しゃっぽんかぶった 不漁だった（しゃっぽ参照） 

[用例] 凪な（が）わりいて（悪くて）シャッポン 

カブッタよお（です）。 

しゃなぶって 搖って（あらどおし参照） 

しゃなぶる 振り動かす（あらどおし参照）[用例] 

篩で、シャナブッテ 選り分けた。 

…しやへんねない しないのだ [用例] 終お（しま

お）ともシヤヘンネナイ。 

しゃべんの 喋るのです（うだぐち参照）[用例] 嘘

ばっか シャベンノ。 

じゃまもん 邪魔者（やっかいもん参照） 

しやら それ（しやあら参照）[用例] シヤラ 此れ 

持てけえ（持って行きなさい）。 

しゃれごえ 嗄れ声（かざごえ参照） 

しやれて １）されて（よばん参照）[用例] 拳固シ

ヤレテ 泣いた。２）する事が出来て [用例] 仕

事もシヤレテ よかったわい（です）。 

…じゃわい です（けえさつ参照）[用例] ○○へ行

くんジャワイ 

しゅうとがかり 姑に、つかえる事（いくせ参照） 

じゅうぶた 重ね蓋（つりばこ参照） 

しゅんぜん 寸前（たおれる参照） 

…じょ ですか [用例] 何処行くんジョ 

じょおげせんと 多い少ないせずに、平等に（ひんよ

おわける参照）[用例] ジョオゲセント 分けてく

れ。 

しょおたく 承諾（あととりむすこ参照）[用例] 親

のショオタク 無しん（に）出来やへん（出来な

い）。 

じょおっく いつも、常に（ううなつびほしたよおん

参照）[用例] ジョオック 嘘ばっか（ばかり）言

うとる（言って居る）。 

じょおふち 両縁、両側（あぜみち参照）[用例] ジ

ョオフチを もてえ（持ちなさい）。 

しょしょらげて 煽てあげて（あやつる参照）[用例] 

阿保 ショショラゲテ わり事（悪い事）さして

（させて）。 

じょっく 何時も、常に（あいがなすきがな参照）

[用例] ジョック 嘘 言うて。 

しょったの して居たのです（あんどん参照）[用例] 

よなべ ショッタノ。 

しょおろまつり 盆に佛を祭る事（しょおろ参照） 

しょっからごえ 嗄れた声（しおからごえ参照） 

しよて し合って（どおし参照）[用例] ふたんな

（二人が）シヨテ しょおや（しましょう）。 

しょなない 仕方が無い（あいた参照）[用例] ねぶ

とおて（眠たくて）ショナナイ。 

しょなぶれた 元気の無い、しおれた（あわれがしが

し参照）[用例] ショナブレタ 格好して。 

しょぼくれとる ぼんやりして居る、元気が無い（し

ょぼつく参照）[用例] いつもかも ショボクレト
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テ、情けない奴や（だ）。 

しょぼしょぼぶり 小雨の降る事、小雨（しょぼつく

参照） 

しょぼついとる 元気が無い、小雨が降る（しょぼつ

く参照） 

しょや 庄屋（どん参照） 

しょんがつぎい 正月に焚く薪（かこう参照） 

しょんべむつき 小便で濡れたむつき（いとくそ参

照） 

しらけてくる 白くなって来る、退色する（しろなる

参照）[用例] よけ（沢山）日に当てると シラケ

テクルよって（から）陰干しに、せなはざん（しな

ければいけない）。 

しらしたる 知らす、知らせてやる（いいちらす参

照）[用例] なんでも（何でも）あんげん（あんな

に）喋り廻って、世間に皆シラシタルやんか（でな

いか）。 

…しらん だろうか、判らない（ごへいかずき参照）

[用例] あれも（彼も）一緒に行くや（か）シラン。 

しらんてや 知りません（あやええのん参照）[用例] 

何処に あんねやら（有るのか）シランテヤ。 

しりがいきぬけ 頻固の下痢（ころり参照） 

しりかえして 尻を上にして（もぐらかす参照）[用

例] 海女さん シリカエシテ 底入っとんねよお

（潜って居るんだよ）。 

しりつまらかして 便秘して（とまめ参照）[用例] 

シリツマウカシテ、苦しんで、医者に診てもろた

（貰った）。 

しりのしまつ １）後始末（しりふかす参照）[用例] 

仕事しても、シリノシマツモ えごっとしやせんね

（完全にしないのだ）。２）大小便の世話（病人、

老人、犬、猫等）[用例] 病人のシリノシマツ せ

んならん（しなければいけない）。 

しりほしとた 尻を出して居た（みやれた参照）[用

例] 風呂出て シリホシトタや（ら）人な（が）

来て 泡喰うて（慌てて）隠した。 

しれとりおった 少なかった（かさぶく、しれとる参

照）[用例] わしらの時ゃ（私達の時代は）大学行

くてや（と言えば）シレトリオッタワイ。 

しろんで 明るくなって（しらついてきた参照）[用

例] 雨な あがって（が止んで）西からシロンデ

来た。 

しわからせん 区別出来ない（あらし参照）[用例] 

まだ シワカラセン。 

しわくしゃ 皺だらけ（しもたる参照） 

しわくんどる 皺になって居る（のばす参照）[用例] 

年寄りの顔、シワクンドル。 

しん しに [用例] はこ（大便）シン行く  

しんけえかもた 気に掛かった（しんけえ参照）[用

例] あの人な言うた事（が、言った事）シンケエ

カモタよお（です）。 

じんじょがっこ 尋常小学校（りん参照） 

しんしょやっとる（いちまいもん参照）生活を支えて

居る。 

しんだりいきたり １）瀕死状態（さいかく、とやげ

ばあさん参照）２）非常に困難な事 [用例] 岩の

下のおおび（鮑）獲んのん（るのに）シンダリイキ

タリやった（だった）。 

しんどた 死んで居た（あまなきじお参照）[用例] 

爺やん朝ん（に）なったら シンドタ。 

 


