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のいた 退いたのだ、仲間から脱会した（のく参照） 

[用例] 組合 ノイタ。 

のいてく 退いて行く（だるにつかれる参照）[用例] 

薬飲むと痛いのな（のが）ノイテク。 

のいてて 退いて行って（あらける参照）[用例] 人

な（が）ノイテテ席な（が）あいた。 

のおてくれ 縫って下さい（あいあい参照）[用例] 

きもん（着物）ノオテクレ。 

…のおと のと（あいてんなんな、よおい参照）[用

例] あいな（あんな）ノオト、相手んなんな（に

なるな）。 

…のおど のですか（このぐらい参照）[用例] どい

な（どんな）ノオド、見せえまあ（見せなさい）。 

のおといて 縫っておいて（あく参照）[用例] 雑布 

ノオトイテ 貯めて有る。 

…のおとか のようなものとか、のとか（あいてんな

んな参照）[用例] こいな（こんな）ノオトカ。あ

いな（あんな）ノオトカ、言うても 判らせん（判

らない）。 

のおどないきった 喉が刺激されて苛々する（のおど

参照）。 

のおどる 飲んで居る（さけづけ参照）[用例] 酒 

ノオドル。 

…のおな のが（もとのさやんおさまる参照）[用例] 

あいな（あんな）ノオナ、一人前ん（に）なんのか

れ（なるのか）、 

のおも のも [用例] 一人おん（居る）ノオモ、退

屈やわい（です）。 

のおや のだ（わがとの、わしが参照）[用例] 私の

ノオヤのん（のに）持てくね（持って行くのだ）。 

のおを のを（かあむいたはなし、よおだ参照）[用

例] 私のノオヲ やるわい（あげます）。 

…のおん のに（あらいもん参照）[用例] 銭も無い

ノオン、派手な事して。 

…のか のですか [用例] 皆くれん（くれる）ノカ。 

のがした 逃した（みすみす、みとておって参照）

[用例] 見ノガシタ。 

…のがして １）逃して（かがみ参照）[用例] どい

らいの（大きな魚）釣ったけど（が）ノガシテしも

た（しまった）。２）脱がせて [用例] きもん

（着物）ノガシテ、あろたれ（洗ってやりなさい）。 

のがらした 逃がした（のがらかす参照）。[用例] 

ぬすっと（泥棒）ノガラシタ。 

のがれた 逃げた（いいにげる参照）[用例] うまい

事（上手に）言いノガレタ。 

のがん 脱がない（ねじわ参照）[用例] 服もノガン

と、そんなり（そのまま）寝てた（寝て行った）。 

のくいね 困難なのです。ぬくいのです。[用例] 底

入りノクイネ。 

のくうて にくくて、困難で [用例] 歩きノクウテ。 

のぐわんと 拭かずに（しりふかず参照）[用例] て

えも（手も）ノグワント 手掴みで食うて（食べ

て）。 

のけた １）除いた（はねもん参照）[用例] あや

（彼は）すかんよって（嫌いだから）ノケタや（や

れば）ええやれ（よろしい）。２）してしまった 

[用例] えらい事やって（大変な事をして）ノケタ。 

のけたれ 除いてやれ（あらけ参照）[用例] 汚いも

ん（物）ノケタレ。 

のけて てしまって、ぬけて [用例] えらい人ん

（に）逢うたてノケテ。 

のげてく 脱げて行く（のげる参照）[用例] 靴なお

っきいて（が大きくて）ノゲテク。 

のけてもらうわい 組、仲間などから抜けさせてもら

います（のく参照） 

のごいおった 拭きました（めしる、めのごい参照）

[用例] 一つの手拭で、皆な（が）顔ノゴイオッタ。 

のごたれ 拭いてやれ（のごう参照）[用例] 顔もえ

ごっと（完全に）ノゴタレ。 

のごといて 拭いておいて（にしめ参照）[用例] て

えも（手も）ノゴトイテせな（しなければ）汚い。 

のこんね 残ります、残るのです（だんがられ参照）

[用例] 皆な喰うても（が食べても）ノコンネ。 

のさばっとる １）大きな態度をして居る（ばあ参

照）２）疲れて倒れて居る 

のして 乗せて（はっち参照）[用例] 車にノシテ 

連れてく（て行く）。 

のしゃげた 乗り上げた（のしゃげる参照）[用例] 

島い（へ）舟 ノシャゲタ。 

のぞいてこか 見て行こうか（のぞく参照）[用例] 

病院来たついでに、あの人もノゾイテコカ。 

のぞきかがみ 四角な木枠の底にガラスをつけて、海
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底ののぞく道具（かがみ参照） 

…のた なった（ふてる参照）[用例] 行きそこノタ。

失しノタ。 

のたくった 横になった（のたばる参照）[用例] か

いだりて（疲れて）ノタクッタよう（です）。 

のたらして 横にして（ちゃんちゃ参照）[用例] 荒

布もノタラシテ干しとけ（ておけ）。 

のっそら のっそり、遅鈍なさま（いつもかも参照）   

[用例] いつもかも（いつも）ノッソラしとる（し

て居る）。 

のっとらせん １）乗って居ない（そおはい参照）

[用例] 車にノットラセン。２）網に掛かって居な

い [用例] 大敷 今日は魚な（が）ノットラセン。 

のなあ のです（よおだ参照）[用例] 伊勢行くノナ

ア。泣くノナア。 

…のなし のです（こしき参照）[用例] 行くノナシ。

来ん（る）ノナシ。 

のは お前は（そおぎ参照）[用例] ノハ あんごし

（馬鹿だ）。 

のばらせん 伸びない、延びない、伸ばせない、広げ

られない（かぜひき参照）[用例] 此のゴム 此れ

以上、ノバラセンわい（です）。 

のびゃがらな 伸び上がらなければ（のぶとい参照）

[用例] 棚のもん（物）ノビャガラナ 取れやせん

（取れない）。 

のべとけ 広げて置け、引っ張って置け（のべる参

照）[用例] 布団 ノベトケ。 

のぼした 逆上した、頭痛がした（のぼす参照） 

[用例] がきらなさおんで（子供達が騒いで）ノボ

シタよお（です）。 

のぼしとて 夢中になって居て（のぼす参照）[用例] 

あのおなごん（女に）ノボシトテ 毎日通よとんね

（て居るのだ）。 

のぼんの 登るのです（あがった参照）[用例] 高っ

かい所へ ノボンノ。 

のまさんならん １）飲まさなければいけない（こも

ちばら参照）[用例] 乳 ノマサンナラン。２）承

知させなければいけない 

のましたよや 飲ませてやろう（ころり参照）[用例] 

酒 ノマシタヨヤ。 

のましよった 飲ませました（あやかりもん参照）

[用例] 酒も ノマシヨッタ。 

のませ １）飲ませなさい（あやかりもん、とぼす、

ふるち参照）[用例] 乳ノマセ ２）飲ませて下さ

い [用例] 俺んも（にも）一杯、ノマセまあ 

のまな 飲まなければ（すめん参照）[用例] こいな

（こんな）旨い酒、ノマナ行かよかい（帰れませ

ん）。 

のまよかい １）飲めません（しぶくうたよおなかお

参照）[用例] 此の酒な（が）ノマヨカイ。２）承

知出来ない 

のまれた 承知させられた（のまれる参照） 

のまんうち 飲まない間、飲む前（ちゃあと参照）

[用例] 酒 ノマンウチん（に）話、しとくわい

（しておきます）。 

のまんかい 飲みなさい（せわやく参照）[用例] わ

いとも（貴方も）一杯ノマンカイ。 

のまんと 飲まずに（あぶら参照）[用例] あの飲み

助な（大酒家が）酒も ノマント行くない（行って

しまう）。 

のみおった 飲みました、飲んで居た（こびりつく、

セメンえん、せんじぐすり、むしくだし参照）[用

例] 若い時ゃ（は）一升酒 ノミオッタ（ノミョ

オッタネ）。 

のみまくんの 多量に飲むの（むちゃのみ参照）[用

例] 自棄おこして ノミマクンノ。 

のみゃ 飲めば（どん参照）[用例] よけ（沢山）ノ

ミャ、よけ しょんべするわい（小便します）。 

のみょおったね 飲みました、飲んで居ました（くみ

たて参照）[用例] のみおった参照 

のめえ 飲みなさい（あいそする、くみたて、ふるち

参照）[用例] ちゃあも（茶も）ノメエ 菓子も喰

ええ。 

のめった 倒れた（のめる参照）[用例] 石い（に）

とばげて（蹴いて）ノメッタよお。 

…のやてや のです（こじゃか参照）[用例] あっか

い（赤い）ノヤテヤ。大きいノヤテヤ。 

…のやなしん のでなくて（あにんこ、さいころ参

照）[用例] 白いノヤナシン。ちっさい（小さい）

ノヤナシン。 

のやれ のだ [用例] 言う事 聞かせんノヤレ。 

…のやろなあ のでしょう [用例] 勉強しとん（し

て居る）ノヤロナア。 

のり 海藻全体（あがりいそ参照） 

のりうつった とりついた（のりうつる参照）[用例] 

神さんな（が）ノリウツッタ。 

のりゃ 乗れば（あき参照）[用例] 車にノリャ え

えのん（よいのに）。 
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のる 網に獲物が入る（かたふね参照）[用例] 網い

（に）ノル。 

のろ 乗ろう（あがりしな参照）[用例] 車にノロ。 

のろおて のろくて 愚図々々して居て（のろい参

照）[用例] 足な（が）ノロオテ 人ん（に）遅れ

んね（るのです）。 

のわな 縫わなければ、なわなければ（のおとく参

照）[用例] 冬のきもんも（着物も）ノワナ無いわ

い（有りません）。 

のんでた 脱いで行った 

のんどいて 脱いで置いて（あしのひら、こねる、す

らじに、のおだ参照）[用例] 着物もノンドイテ、

洗いもせえまあ（洗いなさい）。 

のんどかな 飲んで置かなければ（のおどく参照）

[用例] こいな（こんな）旨い酒ノンドカナめった

ん（絶対）のまれやせんねよって（飲めないのだか

ら）。 

のんどんね 飲んで居るのだ（ひにもまえにも、やけ

くそ参照）[用例] ひとよさじゅう（一晩中）酒 

ノンドンネもん（から）朝、起きやよかれ（られな

い）。 

のんね 乗るのです（すかろ参照）[用例] 電車ん

（に）ノンネ。 

 


