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もえやへん 燃えない、燃えません（くべる参照）

[用例] 生木は、モエヤヘン。 

もおけや １）産めば（ういたま参照）[用例] 双子

モオケヤ ２）儲ければ ３）設置すれば 

もおけやせん 産まない（たね参照）[用例] 此の頃

の若いもん（者）は、こおよけ（子供を沢山）モオ

ケヤセン。 

もおしたい したい、行いたい [用例] げえ（嘔

吐）モオシタイ。 

もおしたてのお 死んだそうで（もおしてた参照）

[用例] 爺やんも、モオシタテノオ 気の毒な事で。 

もおしたんてない 死んだそうだ（もおしてた参照）

[用例] あの家の婆やん よんべ（昨夜）モオシタ

ンテナイ。 

もおしてて 死んで（もおす参照）[用例] 兄んこな

（息子さんが）モオシテテ、ひまのかあやのお（大

変な事ですね）。 

もおせえ 四つ這いになりなさい（どおどせえ、もお

する参照）[用例] 尻拭いてくれるよって（から）

早よ（早く）モオセエ。 

もおだ 揉んだ（じばたばこ参照）[用例] 父やんな

（の）肩モオダ。 

もおたや 貰ったら（ほそお参照）[用例] よけ（沢

山）モオタヤ のおんも（お前にも）くれるわ（あ

げます）。 

もおだるわ 揉んであげます（もおでく参照）[用例] 

腰 モオダルワ。 

もおどいて 揉んで置いて（あらいこ、くさはぎ、し

ょくあたり、だいこなます、たじ、たつぼ、ちすじ

とまる、はしか、ほくち、もおどく、やごだい参

照）[用例] 婆やん 肩モオドイテ 行くわい（行

きます）。 

もおとけ 貰っておけ（うけとり参照）[用例] よっ

け（沢山）モオトケ。 

もおとこ 貰って置こう（もおた参照）[用例] 此れ 

モオトコ。 

…もおとんのを 貰って居るのを [用例] 人ん

（に）してモオトンノオ 他所から、手 出して来

て。 

もがいた 一生懸命になった、苦しんだ（もがく参

照）[用例] 仕事 モガイタ。 

もがいて 一生懸命になって（もがきじに参照）[用

例] 幾らモガイテも 出来やん（出来ない）。 

もがいとる 苦しんで居る（もがく参照）[用例] 腹

痛で モガイトル 

もぐらかしてくれ 潜水させて下さい（もぐらかす参

照）[用例] 此の場で モグラカシテクレ。 

もげとる もげて居る、取れて居る（ささくれ参照） 

[用例] 服のボタンな（が）モゲトル。 

もじいた もいだ、千切った（みず参照）[用例] 蜜

柑 モジイタ。 

もじいたれ もいでやれ（あやかり参照）[用例] 柿

も モジイタレ。 

もじけた もげた、千切れた（ふさぼ、ぼおず、ほず

参照）[用例] 服のボタンな（が）モジケタ。 

もじこ もぎとろう（いのかい参照）[用例] 首モジ

コ言うても 取られやせん（取れません）。 

もじった 反対した（もじる参照）[用例] ○○な

（が）モジッタもんで（ので）事な（が）決まらら

った（決まらなかった）。 

もたしたる 持たせてやる（ぼらせん参照）[用例] 

銭 モタシタル。 

もたれ 持つ [用例] のおばか（お前ばかり）持た

んでも（持たなくても）俺も モタレ。 

もたれかかってきた 寄り掛かって来た（もたれる参

照）[用例] 肩へ モタレカカッテキタ。 

もたれた １）胃に不快感が有る（もたれる参照）

[用例] 餅喰うて、胃にモタレタ。２）持つ事が出

来た、持てた [用例] 重たいけど（重いが）モタ

レタわい（です）。３）より掛かった [用例] 壁

い（に）モタレタ。 

もたれやせん 持て無い（ひとらむすめ参照）[用例] 

やいこおて（柔らかくて）てえで（手で）モタレヤ

セン（モタレヤヘン）。 

もたれやへん 持てません（あたとおて参照）[用例] 

もたれやせん参照 

もたれる １）持てる（てかけ参照）[用例] こんだ

けのもん（此れだけの物）モタレルわい（です）。

２）胃に不快感が有る ３）寄り掛かる 

もちこで 持ち込んで（うちまげんか、うちわげんか

参照）[用例] 汚い物、家の中い（へ）モチコデく

んな（来るな）。 



 2251 

もちて 持っ人（て参照） 

もちゃがてくる 盛り上がってくる（なんしろ参照）

[用例] 酒のおで（飲んで）宴会な（が）モチャガ

ッテクル。 

もちゃげて 持ち上げて（もたげる参照）[用例] 重

たいもん（重たいもの）モチャゲテ 腕な（が）痛

い。 

もちよい 持ちやすい（てごろ参照）[用例] 持つ所

な（が）有ってモチヨイなあ。 

もった よそった（いじきたない参照）[用例] 飯、

茶碗一杯モッタ。 

もってくれ よそって下さい（かあるう、つい参照）

[用例] 飯、一杯モッテクレ。 

もっとた １）持って居た（うしなかす参照）[用例] 

銭 よっけ（沢山）モットタ。２）漏れて居た 

[用例] 桶の底からモットタ。３）よそって居た 

[用例] 飯 モットタ。 

もっとや １）持って居れば（うれる、ぬすみ参照）

[用例] あんた（貴方）銭、モットヤ 借してくれ

え（借せて下さい）。２）漏れて居れば ３）よそ

って居れば 

もっとるもん １）持って居る物（おくのいん参照）

２）持って居ます [用例] よっけ（沢山）銭、モ

ットルモン。 

もつね 持ちます、持つのです（かなご参照）[用例] 

おや（俺は）これ、モッネ。 

もつわい 持ちます。保ちます。（すかる参照）[用

例] てえねんに使や（丁寧に使えば）長い事モッ

ワイ。 

もてかん 持っていかない（ちんづき参照） [用例] 

土産もモテカンと、よその家い行て（に行って）。 

もてきた 持って来た（あみさばき、はいかぼ、はり

こ、むさらこ参照）[用例] 土産モテキタ。 

もてきてくれ 持って来て下さい（あのぐらい参照）

[用例] 飯 モテキテクレ。 

もてきゃ 持って行けば（たいらげる、つきや参照） 

[用例] 皆モテキャ ええやあれ（よろしい）。 

もてきょおった 持って行った（こがま、すべなあ、

ちさい、ときまい参照）[用例] 土産もモテキョオ

ッタ。 

もてくや 持って来れば（なんほど参照） [用例] 

仕事モテクヤ せなしゃあない（しなければしかた

無い）。 

もてくる 持って来る（くだもん、こいやし、とりお

き参照）[用例] 尻（不平）モテクル。 

もてこ １）持って行こう（きたな参照）[用例] 此

れモテコ ２）持って行きなさい 

もてこおどい 持って来ましょうか（なんほど参照） 

[用例] どんだけ（どれ程）モテコオドイ。 

もてこらった 持って来なかった（ちょおど参照）

[用例] なんも（少しも）モテコラッタ。 

もてこん 持って来ない（ごち参照）[用例] 借した

もん（物）まだモテコンとおる。 

もてたる 持って行ってあげます（とおりがけ、やっ

たる参照）[用例] ついでにモテタルわい（です）。 

もてたれ 持って行った（いっち、こさいて、こすよ

ま、ねえごし参照）[用例] あんな（彼が）皆 モ

テタレ。 

もてまあ 持ちなさい（みみ参照）[用例] のも、そ

っちゃ（お前もそちら側）モテマア 重たいのん

（重いのに）。 

もどいたれ 解いてやれ（もどく参照）[用例] その

糸も、モドイタレ、ももぐれとられ（もつれて居

る）。 

もとかな １）持ちません（いそおけ参照）[用例] 

なんも（何も）モトカナ、てぶらやわい（です）。

２）持ちましょうか [用例] その重たいもん（重

い物）わしな（私が）モトカナ。 

もどけ 解きなさい（もどく参照）[用例] 着いた荷

物も、モドケよお。 

もとすり 唐臼の回転の方向を定める人（もみすりう

す参照） 

ものくそおて 体の調子が悪くて、倦るくて（だらつ

く、ものくさい参照）[用例] モノクソオテ 仕事

な（が）したない（したくない）。 

ものすご 大変、ものすごく（いじゃく参照）[用例] 

撲られたや（たら）ノモスゴ 痛かった。 

ものにならん 役に立たない（からっぽ参照）[用例] 

なんさしても（何をさせても）モノニナラン奴や

（だ）。 

もひとくら 今一度、もう一度（もいっぺん、もっぺ

ん参照）[用例] モヒトクラ 行て来い（行って来

なさい）。 

もましとんね 争いをさせて居るのだ（もめる参照） 

[用例] 嘘 言うて 人モマシトンネ。 

もみゃがって 盛り上がって、喧嘩になって（けんか

まく、もます、もみあがった参照）[用例] 言いや

い（口争い）して、モミャガッテ やっさもっさ言
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うとられ（いろいろ言って居る）。 

もめとんね 争って居るのだ（もめる参照）[用例] 

家の境（境界）で 隣とモメトンネ。 

ももぐったる 丸めてやる（しわくちゃ参照）[用例] 

新聞紙 モモグッタル。 

ももぐれとる 丸くなって居る、くしゃくしゃになっ

て居る（くしゃくしゃ参照）[用例] きもんな（着

物が）モモグレトル。 

もやがって 盛り上がって（かざも参照）[用例] 祭

りも モヤガッテ来た。 

もやげた 盛り上げた（てんこもり参照）[用例] 茶

碗い（に）飯一杯 モヤゲタ。 

もらいたない 貰いたく無い（いりくさらん参照）

[用例] あんたのもん（貴方の物）モライタナイわ

い（です）。 

もらいよい 貰いやすい（とりあき参照）[用例] よ

れあんねよって（沢山有るのだから）モライヨイな

あ。 

もらいん 貰いに（つめあう参照）[用例] 魚 モラ

イン行こや（行きましょう）。 

もらうね 貰うのです [用例] 見てモラウネ。 

もらうわい 貰います [用例] のけて モラウワイ 

もらうんやろ 貰うのでしょう [用例] 寝やしてモ

ラウンヤロ。 

もらえ 貰いなさい（ぶびき参照）[用例] 行てモラ

エ。来てモラエ。してモラエ。 

もらえおった 貰った、貰って居た（むぎかち参照） 

[用例] こおて（買って）モラエオッタ。 

もらえやしぇんかい 貰えませんか（わけてもらう参

照）[用例] 売って モラエヤシェンカイ。 

もらおや 貰いましょう（つぼる参照）[用例] あの

人ん（に）行て モラオヤ。 

もらおん 貰いましょう（なことくち参照）[用例] 

此れ ちょいと（少し）モラオン。 

もらや 貰えば（さいふをもらう、しょんがつ、とむ

らい、みょおみょお、はさかまる参照）[用例] あ

んたん行て（貴方に行って）モラヤ 安心やわい

（です）。 

もらよおった 貰った、貰って居ました（あきしにい

く、うわがき、かりおった、こがし、しゃもじ、ち

んづき、つきや、どかた参照）[用例] 先生 たの

でおせて（頼んで教えて）モラヨオッタ。 

もらわせん 貰わない（こおせん参照）[用例] 銭、

モラワセン。 

もらわな 貰わなければ [用例] こらいて（許し

て）モラワナ。行てモラワナ。 

もらわれたらんうち 貰われてしまわない間（ねつら

う参照） 

もらわれやへん 貰えない（さいばこ参照）[用例] 

働かな（なければ）月給 モラワレヤヘン（モラワ

レン）。 

もらわれる 貰える [用例] 手伝いに来て モラワ

レル。 

もらわれん 貰えない（はずれ参照）[用例] もらわ

れやへん参照 

もらわんてて 貰らわなくても（あんのん参照）[用

例] 人のもん（物）モラワンテテ。 

もろたて １）貰っても（あんねなし参照）[用例] 

こいなもん（こんな物）モロタテ 役んたとかれ

（に立たない）。２）貰ってしまって。 

もろといて 貰っておいて（あとばらい参照）[用例] 

モロトイテ とっとけ（仕舞っておけ）。 

…もんなあ です [用例] 旨いモンナア。 

もんのを 盛るのを（うねあげる参照）[用例] たっ

こお（高く）モンノオ。飯 モンノオ。 

もんやわい ものです（あまたれる参照）[用例] あ

やあいな（あれはあんな）モンヤワイ。 

 


