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なあがいもん 長い物（ふみ参照） 

…ないど してはいけない、ないぞ [用例] 行くや

ナイド。 

ないね 有りません、無いのです（あほのおおぐい、

いちじょじき、くわあれ、そおぞし、ちのついたも

ん、どかい、となりあるき、とめど、どらごえ、め

ざし、わきまえる、わしゃつく参照）[用例] あの

家、こおな（子供が）ナイネ。 

…ないねてや 無いのです [用例] しょおナイネテ

ヤ（仕方が無いのです）。 

ないねやれ 無いのだ（うちょおてん参照）[用例] 

銭も何もナイネヤレ。 

ないわ。ないわれ ない [用例] 見とナイワ。 

ないんかいなあ 無いか [用例] 言うねナインカイ

ナア。 

ないんけど、ないんどお 無いのだが（あやつる参

照）[用例] 仕事したナインケド。 

ないんてわい 無いそうです [用例] 病人 ええ事

（よい事）ナインテワイ。 

ないんど、ないんどお ないのだ [用例] あの人 

おとし（怖く）ナインド。 

なえ な、禁止 [用例] そいな事 すんナエ（そん

な事するな）。 

なえおった 縄などを、なって居た（いそなあ参照） 

[用例] 夜なべに なあ（縄）ナエオッタ。 

なおや 治れば（やいと、らくんなる参照）[用例] 

風邪も 早く（早く）ナオヤええのん（よいのに）。 

なおやへん 治らない（こおよお参照） [用例] 薬 

飲んでも まだ ナオヤヘン。 

な、かった だった [用例] 怒られて、可愛そげ

（そう）ナ、カッタ。 

…な、かったね でした [用例] 上手ナ、カッタネ。 

ながやか おだやか（じょっく参照） 

なかよおった 無かった（する参照）[用例] 昔は 

びんぼで（貧乏で）銭も ナカヨオッタ。 

なかれ 泣く、泣きます（ちばなれ参照）[用例] 赤

子なよお（赤ん坊がよく）ナカレ。 

なかれる 泣きそうになる、涙が出る（こみゃげる参

照）[用例] 足、打ったや（たら）痛おて（痛く

て）ナカレルよお（ます）。 

ながれんな 流れるのは（あおぞこ参照）[用例] 水

な（が）ナガレンナ当り前やれ（だ）。 

なきずめ 泣き通し（…ずめ参照） 

なきみんねやれ 辛い目に合うのだ（あげくのはて参

照）[用例] 言う事 聞かへんよって（聞かないか

ら）ナキミンネヤレ。 

なくね 泣くのだ、泣きます（ね参照）[用例] あん

だけの（あれだけの）事で ナクネ。 

なぐりやい 撲り合い、喧嘩（たたきやい参照） 

…なけど だが [用例] 遠慮ナケド これ持ててく

れるかい（持って行ってくれますか）。 

なしに なくて [用例] 遊ぶばかや（ばかりで）ナ

シニ 用事もせんかれ（しなさい）。 

なせたや 仲間に入れてやれば（なせたらんかい参

照）[用例] あれも（彼も）ナセタヤええない（よ

いのに、よろしい）。 

なぞんの 写し書きするのです（うつす参照）[用例] 

字 稽古すんのん（するのに）上からナゾンノ。 

…なだ のは（よいほおける参照）[用例] あしこい

（あの所に）行くナダ 遠いわい（です）。 

なちいさんうった 下痢をした（はらくう参照）。 

なったない なった（あかむけ参照）[用例] 頭打っ

て 瘤ん（に）ナッタナイ。 

なったや なったら [用例] おっきい（大きく）ナ

ッタヤ、偉い人になんね（なるのだ）。 

なったる なってやる（びりくそ参照）[用例] 大き

い（大きく）なったら、えろ（偉く）ナッタル。 

なったれ なりました（あいだ、さけんだ、…たや、

はあ、はれ、ひつじ、みじゃける参照）[用例] 酒

のおで（飲んで）顔な あっこお（が赤く）ナッタ

レ（ナッタワイ） 

なったわい なりました（はれ参照）[用例] 前項参

照 

なっちゃら 何とか（ほっこりしやせん参照）[用例] 

爺やんナッチャラ あんねてやんかい（有ると言う

では有りませんか）。 

なってくんねやか なって来るのか（このさき参照） 

[用例] 此の子な（が）此の先（これから）なっと

（なんと）ナッテクンネヤカ 心配やれ（だ）。 

なってたない なって行った（あおざめる参照）[用

例] 破れて ぼろぼろんナッテタナイ。 

なっと なると（かいぞろ、かがみ参照）[用例] 十
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九にナット 嫁すんね（嫁に行くのです）。 

なっとかと １）何か彼か（じじくさ参照）[用例] 

ナットカトして 遊んどる（で居る）。２）どうに

か、こうにか [用例] ナットカトして 喰てかれ

られ（生活が出来る）。 

なっとた なって居た（あおばのふたばからなじんだ

えん、おおぐわ、かっとおなる、びしゃく参照）

[用例] 偉いさん（偉い人）の前やもんで（なの

で）かっと（堅く）ナットタ。 

なっとなろや どうなるのだ。手のつけようがない

（あぜぼぢ参照）[用例] こげんしたて（こんなに

してしまって）ナットナロヤ。 

なっとなんど どうなるか（うずきむいかにあめ…参

照）[用例] あの仕事ナットナンド 見とれ（見て

おれ）。 

なっとられ なって居る [用例] へちまな（が）な

あごお（長く）ナットラレ。 

なっとらん なって居ない（くいのかし、すこすこ参

照）[用例] 今年は柿も蜜柑もナットラン。行儀な

（が）ナットラン（悪い）。 

なっとるわ なって居ます（うえむきとんがらし参

照）[用例] 疲れたよって（から）横に ナットル

ワ。 

なっとんな なって居るのは（さが、とぐわ参照）

[用例] あしこん（あの所に）ナットンナ 柿かい

（ですか）。 

なっとんない なって居る（あほらし、かんぴんたん、

ぐちゃぐちゃ、すいすい、ずくし、ちゅうら、つづ

ら、びらびら、べたべた、よいそ、やぐし、やぶれ

る参照）[用例] 雨に降られて、ずぶ濡れに ナッ

トンナイ。 

なっとんね なって居るのだ [用例] あてん（自棄

に）ナットンネ。 

なっとんねけど なって居るのだ（うちょおてん参

照）[用例] 気な（が）抜けたよおん（に）ナット

ンネケド。 

なっとんのおを なって居るのを（らけはん参照）

[用例] 気の抜けたよおん（に）ナットンノオヲ  

腑抜け言うんやれ（言うのだ）。 

…なと だと（あいえんきえん参照）[用例] 好きナ

ト。 

…なてや １）のです（かい参照）[用例] 用事に行

くナテヤ ２）禁止 するな [用例] 喰うナテヤ 

なな のが [用例] あいナナ（あんなのが）役んた

とかれ（に立たない）、 

…な、なあ なければ [用例] 俺も行かナ、ナア。 

なないし でなくて [用例] 撲んナナイシ 

なななのか 死後四十九日（ふたなのか参照） 

…なね なのだ（おいとく参照）[用例] こや（此れ

は）おんナネ（俺のなのだ）。 

なべつかみもつかまんとおる 鍋掴みも、作らずに居

る（しずえ参照） 

なまい 鈍い（はしこい参照）[用例] 此のほっちょ

（包丁）ナマイ、なんも切れやせん（少しも切れな

い）。 

なまぐさもん 魚肉類（しょおじん参照） 

なまどしよっておって なまじっか年を取って居るの

に（わろべし参照） 

なまぬくたあい 暖かい（なまぬくたい参照）[用例] 

ナマヌクタアイ 風な（が）吹いて来る。 

なまのきい １）生きて居る木（いきがき参照）２）

乾燥していない薪 

なみうち 波打際（よせ参照） 

なみなえらい 波が高い（ねらす参照） 

なみなおこって 波が高くなって（やまぜ参照） 

なみなおったると 波が打つと（なま参照） 

なみなしてくる 波が高くなる（おしこむ、はりかた

参照） 

なみなしてくんね 波が荒くなって来るのです（いご

く参照） 

なみなしても 波が高くても、波が高くなっても（ど

かい参照） 

なみなたって 波が高くて（どおらん参照） 

なみなたってくる 波が高くなる（まぜのおちばなふ

ねをだせ参照） 

なめった １）粘った（どけ、ぬるぬる参照）[用例] 

飴よけ喰うて（沢山食べて）口な（が）ナメッタ。

２）疲れた [用例] 仕事よけ（沢山）して ナメ

ッタよお。 

なやあ な 禁止 [用例] 誰んも（にも）言うナヤ

ア。 

なやせん ならない、なりません（みっつぼいただき

参照）[用例] あいなもん（あんな奴）相手ん

（に）ナヤセン（ナラセン）。（ナラヘン）。立派ん

（に）ナヤヘン。 

…なよ な 禁止 [用例] 腐ったもん（物）喰うナ

ヨ。泣くナヨ。 

ならせん ならない（あいてにする、こくず、たばこ
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せん、まどろこい参照）[用例] 前前項参照 

ならせんの ならないのです [用例] おっきい（大

きく）ナラセンノ。 

ならべんね 並べるのです [用例] ナラベンネやん

かい 

ならんと ならずに [用例] おおきい（大きく）ナ

ラント。 

ならへん ならない（くちなあ参照） [用例] なや

へん参照 

ならよかれ なれない（あいてにならせん参照）[用

例] あいなもん（あんな奴）相手ん（に）ナラヨ

カレ。 

なり 騒動（りゅうぼく参照） 

…なりおった。…なりよった なった、なって居た 

[用例] 苦に ナリオッタ。 

なりこんできた 怒鳴り込んで来た（なりこむ参照）

[用例] 大声で ナリコンデキタ。 

なるんなあ なるのです。なるのですね（あいて参

照）[用例] 洗うと 立派にナルンナア。 

なれてた 慣れた、慣れて行った（みいつける参照）

[用例] しいしいしとたら（絶えずして居たら）難

し仕事もナレテタなあ。 

なれまあえ なりなさい [用例] おっきい（大き

く）ナレマアエ。 

なろ なろう [用例] 偉い人んナロ。 

なろかれ ならない（あいてんすんな、ふまえ、わり

参照）[用例] おらの（俺の）相手ん（に）ナロカ

レ。 

…なろな なるのだ、否定（うんき参照）[用例] べ

んきょもせんと（勉強もせずに）なんで 偉いもん

（者）にナロナ。 

なろや なりましょう（べつんなった参照）[用例] 

一列にナロヤ。別にナロヤ。 

なんがあい 非常に長い（しゃく参照）。 

なんかいのお 何ですか、何だろうか（さいくいびん

ぼ参照）[用例] ナンカイノオ 何か用事かい（で

すか）。 

なんぞか 何か（なんぞ参照）[用例] 冷蔵庫ん

（に）ナンゾカ有るやろど（だろう）、 

なんで なりますよ [用例] 冬ん（に）なると 寒

ぶナンデ。 

なんてや なのです（からさお、じばん、だてのさか

りでちんばひく、ひきて、ほおびき参照）[用例] 

こいナンテヤ（此の様なのです）。 

なんてわい なのだそうです [用例] あの人 利口

ナンテワイ。 

なんど なるぞ（さむなる、なごなる、ひい参照）

[用例] 此れから寒ぶ（寒く）ナンド。 

…なんどい なのですか（さぐりやい参照）[用例] 

どげナンドイ（どんなのですか）。 

なんなあ なのだ [用例] あの人、字な（が）上手

ナンナア。 

なんなし なのです（つかいかた参照）[用例] 下手

ナンナシ。 

なんななんやらさっぱりわからん 全くわからない何

がなにか全く判らない（さき参照）。 

なんね 鳴るのです（ながし参照）[用例] サイレン

な（が）ナンネ。 

…なんねかい なるのですか（きょおふのむし参照）

[用例] 正月な（が）来ると 八十八にナンネカイ。 

なんねけど なるのだが [用例] おっきい（大き

く）ナンネケド。 

なんねど １）なるのだ（あやこそ参照）[用例] お

んな（俺が）働かな（なければ）此の家 なっと

（何と）ナンネド。２）なるのですか [用例] 誕

生日な（が）来ると いくつん（幾才）ナンネド。 

なんのこたない 簡単です（はかりめ参照）[用例] 

そんだけの事すんのん（それだけの事するのに）ナ

ンノコタナイやんかあ（です）。 

なんやろと 何で有ろうと（てきき参照）[用例] ナ

ンヤロト かあやろと、皆人んくれたんね（に、く

れてやるのだ）。 

 


