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ばあさんご 老婆に育てられて子供（ばばご参照） 

はあよおに 早く（あろた参照）[用例] まあ（も

う）ハアヨオニ 行たわい（行きました）。 

はいたたきなのおて、ゆりのとしめて、あひるおよが

しとられ【俚諺】甲がなくて、乙と丙ばかりだ（あ

ひる参照）。 

はいらして 入れて [用例] 家い（に）ハイラシテ 

貰らう。 

はいらせえ 入れてやりなさい（あがらしてもらう参

照）[用例] あの子も 家へ ハイラセエ。 

はいれまあ 入りなさい（あいそよし参照）[用例] 

はよ（早く）家へ ハイレマア。 

はいろかい 入いりません（うなぎ参照）[用例] 旨

いもん（物）でも 口へ ハイロカイ。 

はいんな 入いりる（あめふりあげく参照）[用例] 

泥足で 家へ ハインナ。 

はえさがしとる 散らけて居る（いそどごや、はえさ

がす参照）[用例] 部屋中おもちゃ ハエサガシト

ル。 

はえらしてもらう 入れて貰う（あげてえ参照）[用

例] 家い（に）ハエラシテモラウ。 

はえんのなあ 生えるのです（あかまつ参照）[用例] 

松茸は 女松のとこい（所へ）ハエンノナア。 

はかせん 履きません、履かない（こっぽり参照）

[用例] 靴下 ハカセン。 

ばかやなしん ばかりでなくて（あたまやみ参照）

[用例] 教科書 バカヤナシン ノートも 持たな

（なければ）。 

はがれてきた １）高く売りつけられた（はんだる参

照）[用例] あの店、たっこおて（高値で）ハガレ

テキタ。２）剥げて来た [用例] ポスターな

（が）ハガレテキタ。 

はかれやへん 履けない（じゃりみち参照）[用例] 

靴なちっちょおて（が小さくて）ハカレヤヘン。 

はきよる 嘔吐する（げえげえ参照）[用例] 猫な

（が）へど ハキヨル。 

はぐれた 外れた（しょおしょのもん、はぐれる参

照）[用例] 人ん（に）バグレタ事すんなよお（す

るな） 

はこべおった 運びました、運んで居ました（めかご

参照）[用例] 隠居所へ 飯 ハコベオッタ。 

はさかった 挟まった（しげ、しこり、しょぞん、は

さかまる参照）[用例] はあい（歯に）物な（が）

ハサカッタ。 

はさかっとる 挟まって居る（いとくそ参照）[用例] 

尻のあわいい（間に）紙な（が）ハサカットル。 

はざざった 駄目だった（しけ参照）[用例] 沖 行

たけど、なんも（行ったが全く）ハザザッタ（ハザ

ダッタ）。 

はざだった 駄目だった（さっぱりげんすけ参照）

[用例] 前項参照 

はざんど 駄目だ（あいてんなんな参照）[用例] 喧

嘩したら ハザンド。 

はざんどお 駄目だぞ（あいてにするな参照）[用例] 

畑へ 入いったら ハザンドオ。 

はざんとこ 駄目な所（あいてくる参照） 

はざんねよお 駄目です（あいてくる参照）[用例] 

足な痛おて（足が痛くて）ハザンネヨオ。 

はじかれた 仲間外れにされた（はじく参照）[用例] 

意見が合わんで（合わなくて）ハジカレタ。 

はじき 指先で相手を弾く事（はじく参照） 

はじこで はじかんで、自由がきかなくなって（ちぢ

こまる、はじかむ、はじこでた参照）[用例] 冷と

おて（冷たくて）指の先な（が）ハジコデ 動かさ

れやせん（動かせない）。 

はじまんね 始まるのです（うちわげんか参照）[用

例] 喧嘩な ハジマンネ。 

はしりのもん 最初のもの、初物（おはつ参照） 

はしれてく 弾けて行く（もじく参照）[用例] 桶の

わあな（輪が）ハシレテク。 

はたけおこす 畑を耕す（とぐわ参照） 

はたけじょおり 畑に行く時に履く草履（ものぐさ参

照） 

はだすかれんど 怒られるぞ（ものごと参照）[用例] 

わり事（わるい事）して、見つけられたら ハダス

カレンド。 

はだなすれすれや 気が合わない（はだ参照）[用例] 

○○とは、ハダナスレスレヤ。 

はだなのおて 海女が海中で作業中すぐ寒くなる事を

言う（はだがある参照） 

はだぬぎ 上半身裸の事（はだかぬぎ参照） 

はだのぎかける 肌脱ぎになる（かたはら、もろはら



 2235 

参照） 

はだのぐ 一方の上半身裸になる（はんてん参照） 

ばちのかあ 罸だ、当然の報いだ（ざまのかあ参照）

[用例] わり事するよって（悪い事をするから）バ

チノカアやれ（だ）。 

はっぱかけ 法螺を吹く人、大げさに言う人（てっぽ

参照） 

はてた 終わった、死んだ（はてる参照）[用例] あ

の爺も、とおとおハテタんてわれ（そうだ）。 

はどった 手に余った（はどる参照）[用例] 仕事な

よけ（が沢山）有って ハドッタわい（です）。 

はなかけた 花が咲いた（びや参照） [用例] 南瓜

がハナカケタ。 

はながって 跳ね上がって（しのび参照）[用例] 鯉

な（が）ハナガッテ 池から出とられ（出て居る）。 

はなしかた 話をする人、話術師、講師（はなして参

照） 

はなじろむすめ 十六、七で色気付いて来た娘（はな

じろ参照） 

はなのうち（いそじょっき参照）始めの間 

はなふるた 落花した（はなふるう参照）[用例] 桜

も皆 ハナフルタ。 

はなれた 死別した（みちぎり参照）[用例] 可哀想

ん（に）若いのん（に）ととん（夫に）ハナレタん

てわれ（そうだ）、 

はねとけ 撥ねて置け、除いておけ（うわかさ、はね

たれ、はねもん参照）[用例] ちっさいな（小さい

のは）ハネトケ。 

はばいひと 大胆な人（くちあけ参照） 

はばいもん 大胆な者 

はばかった 入りました（はばからせん参照）[用例] 

せばい所やけど（狭い所だが）どおやら（どうに

か）ハバカッタよお。 

はばからへん 入らない（はばかり参照）[用例] ぜ

ぼおて（狭くて）ハバカラヘン。 

はぼおて 大胆で、横着で（はあばい、はばい、はぼ

る参照）[用例] ○○は、ハボオテ、どいな（どん

な）事でも、すんね（するのだ）。 

はやかしたた 意に反して、芽を出させてしまった

（はやかす参照）[用例] 豆 とてきて（獲って来

て）土辺に置いといたら（ておいたら）皆、ハヤカ

シタタよお（です）。 

はやっとんね 流行して居るのです（うがいぐすり参

照）[用例] 風邪な（が）ハヤットンネ。 

はやりょおった 流行しました（へきびょおいん参

照）[用例] 風邪な（が）ハヤリョオッタ。 

はらいあたんど 腹痛を起こすぞ（あらめかり参照）

[用例] 腐ったもん（物）喰うたら ハライアタン

ド。 

ばらいて ばらばらにして（さっかぶろ、はっち）

[用例] 髪もバライテ みとみないわい（見苦しい

ですよ）。 

はらしまうど 腹を壊すぞ（むちゃぐい参照）[用例] 

無茶苦茶ん（に）よけ（沢山）喰うて ハラシマウ

ド。 

はらなあわん 相談がまとまらない、意見が一致しな

い（はらあわす参照）[用例] いつでも、○○とは 

ハラナアワン。 

はらましといて 妊娠させて（まらくせ参照）[用例] 

娘 ハラマシトイテ 逃げてた（て行った）。 

はらまん 妊娠しない（おとこばら参照）[用例] 家

の嫁や（は）いつなたっても（何処になっても）ハ

ラマン女だ。 

はらわれた 波で流された、特に汀に置いて有る物

（うちこむ参照）[用例] 大波で皆 ハラワレタた。 

はらんだ 妊娠した（ひにのびた参照）[用例] 結婚

したや（ら）すぐんと（すぐに）ハランダ。 

ばらんち ばらばら（あんころ参照）[用例] 時化で

小屋な（が）バランチん（に）なった。 

はり 支柱（たまのきい、ほらんど参照）。 

はりこんだるわ 饗応してやる、奮発してやる（はり

こみ参照）[用例] 今日はおんな（俺が）ハリコン

ダルワ。 

はりさし 裁縫の時に使う指輪（ゆびさし参照） 

はりたおす 平手で叩く（はりとばす参照） 

はりびしゃいたんどお 叩いてやるぞ、平手で叩き潰

してやるぞ（はりまあす参照）[用例] 言う事聞か

んと（無いと）ハリビシャイタンドオ。 

はろだ 妊娠した（みもん参照）[用例] ててなしご

（私生児）ハロダ（ハロデ）。 

はろで 妊娠して（ててなしご参照）[用例] はろだ

参照 

はろどんね 妊娠して居るのだ（はろどる参照）[用

例] 家の嫁さん ハロドンネ。 

はろんで 妊娠して、孕んで（ところてん参照）[用

例] こお（子供）ハロンデおって（居て）無茶な

事して 

はんじに 半死、非常に疲れた状態、瀕死状態（かた
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いきひき参照） 

はんぶうつ 半分づつ（れえかえし参照）[用例] あ

ねやんと（姉さんと）ハンブウツ喰えよ（食べなさ

い）。 

 


