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すいいて 酸っぱくて（うず、すいすい参照）[用例] 

此の蜜柑、スイイテはざん（駄目だ）。 

すいがす 中空（ふさ参照） 

すいた 好ましい、好きな（いろめ参照）[用例] 此

の色、スイタ様な色や（だ）。 

すいてかん 洩れない（あぜぬり参照）[用例] 畑の

水な（が）スイテカンで、作りもん（物）な（が）

出来やせん（出来ない）。 

すいもん １）酢い物（ふとる参照）２）酢いから 

[用例] 梅干しは スイモン、よけ喰われやせん

（沢山食べられない）。 

すううい 非常に酢い（すいすい参照） 

すうたる 吸う、吸ってやる（じばん、めくされ、む

せる参照）[用例] 梨の実、皆 虫な（が）スウタ

ル。 

すええ 吸いなさい。一休みしなさい（あいそする参

照）[用例] 煙草も スエエ。 

…すえたた 激しく…してやった（たたきすえる参

照）[用例] 撲りスエタタ。怒りスエタタ。 

…すえたる 激しく…してやる（きんぞぐい参照） 

[用例] 撲りスエタル。怒りスエタル。 

…すえたれ 激しく…してやれ（たたく参照）[用例] 

撲りスエタレ。怒りスエタレ。 

…すえて 激しく…行って（おめきすえられる参照）

[用例] 撲りスエテ。怒りスエテ。 

すえとかんかれ 置いておきなさい（あげとく参照）

[用例] 机の上い（に）スエトカンカレ。 

すえとけ １）置いておけ（あげとく、すえる参照） 

[用例] 佛さんい（佛壇へ）スエトケ。２）激しく

…しておけ [用例] 撲りスエトケ。 

すえとんね 一生懸命にして居るのだ [用例] みい

スエトンネ。 

…すえられて 激しく…されて [用例] 怒りスエラ

レテ。追いスエラレテ。 

すかくわす 約束を破る（すかたん参照）[用例] ○

○は、スカクワスな（のは）えてこいや（得意だ

ぞ）。 

すかんね、すかんねよお 嫌だ。好きでないのだ（う

すめ参照）[用例] あの人 スカンネヨオ。 

すきのくい 洩れぬくい（あぜぬり参照）[用例] 空

気な スキノクイ。 

ずくして 熟して（ずくし参照）[用例] 柿もズクシ

テ来たよって 獲って来い（獲って来なさい）。 

すくだれ 隠れた（すくむ参照）[用例] 雨な降って

来て 小屋い（に）スクダレ。 

すぐった 選び分けた（すぐる参照）[用例] えり

（選び）スグッタ様な人ばっか（ばかり）よっとる

（集まって居る）。 

すくめ 隠れよ（かっぱ、すくう、はがい参照）[用

例] 早よ（早く）木の陰い（に）スクメ。 

すぐり 藁の外皮（つかいぜん参照） 

すけなあい 非常に少ない（ぶやい参照） 

すけのお 少なく（あまじお、こんだけ参照）[用例] 

つこたや（使ってしまえば）スケノオなるわい（な

りますよ）。 

すじがとおらん 理屈に合わない（よこりつく参照） 

[用例] その言う事 スジガトオランなあ（です）。 

すずこなんね 鈴なりになるのです、沢山なるのです

（ささげ参照）[用例] あの柿の木は、毎年 スズ

コナンネけど（が）渋柿やわい（です）。 

すすぼったい 煤で汚れた様だ（すすぼける参照）

[用例] ススボッタイ顔しとる（して居る）。 

すたってく １）流行遅れになる（すたる参照）[用

例] はやりもんは（流行する物は）じっきん（す

ぐに）スタッテク。２）元気が無くなる ３）家が

落ち振れる [用例] あんごしこおばっかで（馬鹿

な子供ばかりで）あの家もスタッテクねやれ（の

だ）。 

すたってた １）流行遅れになった（すたる参照）

[用例] 昨年 はやったけど（流行したが）今年ス

タッテタなあ。２）家が落ち振れた [用例] あの

家もこおなのおて（子が無くて）スタッテタ。 

すっこめる 引き込める（ひっこめる参照）[用例] 

てえ（手）スッコメル。 

すったる 剃ってやる、こすってやる（すべこおべ、

ぴっかぴか参照）[用例] 頭、スッタル。 

すっと すると（あいたりもおだり、かかってく、ふ

う参照）[用例] そいな事（そんな事）スット は

ざんねやれ（駄目なのだ）。 

すべしこい すばしこい、機敏だ（うみすずめ参照）

[用例] 人間がスベシコイ。 

すべっと 滑らかに（はだ参照）[用例] 温泉に入っ
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たや（ら）肌なスベットなった。 

すべっとられ 滑って居る、波の無い状態（しゃしゃ

なみ参照）[用例] 凪なよおて（よくて）海もスベ

ットラレ。 

すべっとんね 海上に波の無い状態（すべっとる参

照）[用例] 風なのおて（が無くて）海も スベッ

トンネ。 

すぼめて つぼめて。閉じて（うすめ参照）[用例] 

傘も スボメテ。 

すぼんで 縮まって（たんご、ひでりそお参照）[用

例] 寒いもんで（ので）てえも（手も）スボンデ

のされやせん（伸ばせない）。 

すまいしとる 住んで居る（おなじかまのめしくう参

照）[用例] 橋の下で、スマイシトル。 

すました 終わりました。終わった（すます参照）

[用例] 飯も（食事も）スマシタ。 

すめんね 済むのです、済みます（なっけいわい参

照）[用例] こんだけ（これだけ）すると、仕事も 

皆 スメンネ。 

すらぼけとる とぼけて居る、知らないふるをする

（すらぼける参照）[用例] 盗み喰いして、スラボ

ケトル。 

すりがねうち 葬式の銅羅を鳴らす人（すりがね参

照） 

ずるいひと 密通する人（はさみとぐ参照） 

ずるうて だらしなくて（ずるい、やえこい参照）

[用例] ○○は、ズルウテ 誰とでも 寝んね（性

交するのだ）。 

するかい 出来ますか [用例] あんた（貴方）よお

（よく）スルカイ。 

するけど するが、するけれど（うくりむかい参照）

[用例] 勉強 スルケド。 

するもんで するので [用例] 洗ろといて（洗って

置いて）スルモンデ。 

するやか しようか [用例] 父やん 死んでてなと

（で行ってどう）スルヤカ。 

すれがしこおて 狡る賢しこくて（すでっこい参照）

[用例] あや（あれ）スレガシコオテ あのする事 

見よまあ（見なさい）。 

すわった 鳥、虫などがとまった（すわる参照）[用

例] 梅のきいへ（木に）鶯な（が）スワッタ。 

すわってくるもん 引出物（おり参照） 

すんかい するのですか（ひかえまあし参照）怒らス

ンカイ。泣かスンカイ。返スンカイ。 

すんでく １）過ぎて行く（たける参照）[用例] 正

月もスンデクと、春やなあ（だ）。２）済んで行く 

…すんどお １）しますか（こおとお参照）[用例] 

芋飯か、麦飯か、どっちゃん（どちらに）スンドオ 

２）します [用例] おや（俺は）これん（に）ス

ンドオ。 

すんどんね 住んで居るのだ、住んで居る（そっぽこ

だに参照）[用例] 天皇陛下、東京ん（に）スンド

ンネ。 

すんな するのは（おいやまくりや、こんだけ、ひら

き、やまい、ややこし、ゆうけい参照）[用例] 仕

事スンナなんもならんとおって（少しも役立たない

のに）欲な事スンナ 一人前やれ（だ）。 

すんにたらわん 馬鹿だ（しらが参照） 

すんねど するのだ、するのですか（だなえ、どえん、

なっと、ねえから参照）[用例] こやなと（此れは

どう）スンネド。 

すんねどい するのですか、するものか（うそかいだ

り参照）[用例] だな（誰が）スンネドイ。なと

（何と）スンネドイ。 

すんねない するのだ（あやこそ参照）[用例] あい

な事（あんな事）スンネナイ。 

すんのけとけ 取り除いて置け（せえらし参照）[用

例] おっきいのな（大きいのが）出て来たら 横

い（に）スンノケトケ。 

すんので するので [用例] あの人、かぎ（盗み）

スンノデ 用心しとれえ（して居なさい）。 

すんのを するのを（いきぬけ参照）[用例] ○○な

（が）スンノオ 見とると はがいて（歯がゆく

て）。 

すんのん するのに（いくか参照）[用例] こんだけ

スンノン いくか（何日）掛かった 思とんど（思

って居るのか）。 

 


