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…やあれ のに [用例] 来てくれや（れば）ええ

（よい）ヤアレ。 

やいこいもん 柔らかい物（こしいた参照） 

やいこお 柔らかく（おじなおばからげた、しっとり、

じゅくじゅく、びんつけいも参照）[用例] としよ

や はあなわりよって（年寄りは歯が悪いから）く

うもん（食べる物）も、ヤイコオしとけよお（して

置きなさい）。 

やいこおい 柔らかい（びりくそ参照） 

やいこおて 柔らかくて（あっきまめ参照）[用例] 

飯な（が）ヤイコオテうまない。 

やう 合う [用例] つきヤウ（交際する）。撲りヤ

ウ。 

やがった した 

…やかな だろうか（おもいごと参照）[用例] 何処 

行くね（行くの）ヤカナ。 

…やがな でしょう（かいり、かちに参照）[用例] 

行くヤガナ。笑うヤガナ。 

…やかなあ だろうか [用例] 有るヤカナア 

やかなこと 簡単なこと（やか参照）[用例] 此の仕

事、ヤカナコトで出来よかれ（ない）。 

やからきって 無茶を言って（やからきり参照）[用

例] 酒のおで（飲んで）ヤカラキッテ おめいと

られ（叫んで居る）。 

やがらんか せよの卑語 [用例] 早よ（早く）起き

ヤガランカ。 

やぐうて 柔らかくて（しなやか、やいこい参照）

[用例] 竹竿は、ヤグウテ 重たいもん（重い物）

掛けると 曲がってく（て行く）。 

…やけどな だが（あおした参照）[用例] ○○へ 

行くねヤケドナ（のだが）道を知らんね（ないので

す）。 

やけやへん 焼けない（いしいも参照）[用例] ひい

な（火が）のおて（無くて）魚な（が）ヤケヤヘン。 

やさして 優しくて（うちでしぶがき…参照）[用例] 

あの子な（が）ヤサシテ。 

…やしな です、だ（あいてくる参照）[用例] あし

た 伊勢 行くねヤシナ（のだ）。 

…やしらん かもしれない [用例] 有るヤシラン 

やすで 休んで（いつかじお、おさ、たるいれ参照）

[用例] 三時やに（です）ひといき（少し）ヤスデ

くれえ（下さい）。 

やすどて 休んで居て（あみすく参照）[用例] 時化

で 漁師な（が）ヤスドテ 魚な（が）無い。 

…やせんない …ない。出来ない（あたとおて参照）

[用例] あたとおて（熱くて）持たれヤセンナイ。 

…やせんの …ないのです（うしろに参照）[用例] 

酒な（が）止められヤセンノ。 

やっからかえった ひっくり返った（すもどり参照）

[用例] 石ん（に）とばげて（蹴突いて）ヤッカラ

カエッタよお。 

やっからかされた ひっくり返された（すもどり参

照）[用例] どいらい（大きな）波な（が）来て 

ヤッカラカサレタ。 

やつしころばかして 綺麗にして、盛装して（じばん、

そやかして、だてのさかりでちんばひく参照）[用

例] 見合いすんので（するので）あの娘 ヤツシ

コロバカシテ 行たれ（行った）。 

やったて してしまって（えらいこと参照）[用例] 

えらい事（大変な事）ヤッタテ のけたよう（しま

った）。 

…やったどい ですか（そおと参照）[用例] なんす

んね（何をするの）ヤッタドイ。 

やったの でした [用例] それヤッタノ 

やったらな してしまわなければ（やったれ、やれ参

照）[用例] 此の仕事、早よ（早く）ヤッタラナ 

次の事な（が）出来やせんわい（出来ませんです）。 

やったられ してあげます（やったる参照）[用例] 

此の仕事、おんな（俺が）ヤッタラレ。 

…やったり …だったり（あいそづかし参照）[用例] 

こんじょくさり（意地悪）ヤッタリ。 

やったん だった（いいそこない、おいせさん、おも

いちがえ、すりちん参照）[用例] 行くね、ヤッタ

ンよお。笑たんねヤッタンよお（笑ってしまうとこ

ろだった）。言いそこないヤッタンなあ。 

やったんかい でしたか（やっぱり参照）[用例] 風

邪引きヤッタンカイ。行くヤッタンカイ。 

やったんど やったのか（あや参照）[用例] あの着

物 何処い（に）ヤッタンド。 

やって １）与えられて、与えて（すべり参照）[用

例] あの子んも（にも）ヤッテくれえ（下さい）。

２）行って [用例] べんきょ（勉強）ヤッテから 
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遊びん（に）行け。 

やってえな して下さい（…てえな参照）[用例] 此

の仕事 あんたな（貴方が）ヤッテエナ。 

…やってに だから（こって参照）[用例] どじもぐ

さ（怠け者）ヤッテニ（ヤッテン、ヤッテンナア）

仕事な（が）捗らせん（ない）。 

…やっても で有っても（いりびと、きれる、どんぎ

れ参照）[用例] はらくう（下痢）ヤッテモ 喰う

もん（物）は、喰わな（食べなければ）はざんわい

（駄目です）。 

…やってん。…やってんなあ だから（ああえら参

照）[用例] やってに参照 

やっと すると。やると（あめおとこ参照）[用例] 

習字ヤット 

やっとけ １）して置け、して置きなさい（せぎ参

照）[用例] 此の仕事 ヤットケ。２）食べておけ、

飲んでおけ [用例] 飯もおもさま（思う存分）ヤ

ットケ。 

…やっとて て居て [用例] 風呂屋も混みヤットテ 

入いられやせん（れない）。 

…やてない だそうだ（おめれた、おんどる、せわに

ん、らいね参照）[用例] あの人な（が）仲人ヤテ

ナイ。 

…やてのん だと言うのに（あそびほおける、ほおけ

る参照）[用例] 昼ヤテノン 飯も喰いに 来やへ

ん（来ない）。 

…やてら だとか（うすべり参照）[用例] あられヤ

テラ 豆ヤテラ 煎って。 

…やどきい などに（ぐらぐらする参照）[用例] 走

りやい（競争）しても、あんた（貴方）ヤドキイま

きょかい（負けませんよ）。 

…やどきゃ などは（ぬいいと参照）[用例] あいな

もん（あのような者）ヤドキャ相手ん（に）ならせ

んわい（なりませんよ）。 

…やどけでも などでも（こおみなない、ばだい参

照）[用例] 子供 ヤドケデモ 役に立つ事も あ

られ（有ります）。 

…やどけん などに（つえ参照）[用例] 子供 ヤド

ケン その仕事た（は）無理やれ（だ）。 

やとた 雇った（たとかれ、ふごだいく参照）[用例] 

大工ヤトタ。 

やとて 雇って（やといがしら、れんじゃく参照）

[用例] ヤトテ くれえ（下さい）。 

やとてく 雇って行く（あつかいにん参照）[用例] 

人 ヤトテク。 

やどなあ だ（はしやすめ参照）[用例] あのか泣き

た（あの子はよく泣く子）ヤドナア。 

やどよ だ、だぞ（あてつけ、おおどろぼ、ふりごめ

参照）[用例] 今日は、満月ヤドヨ。 

…やな なければ [用例] あの子んも（にも）くれ

ヤナ はざんやんかあ（駄目でないか）。 

…やなあ だ（よおいける参照）[用例] あんなしご

た（彼の仕事は）遊びはんぶ（半分）ヤナア（ヤナ

イ）。 

…やない だ（あそびはんぶ参照）[用例] やなあ参

照 

…やなけな でなければ（あかいお、いしうす、いし

きり参照）[用例] 赤ヤナケナ、八十八の祝いすん

なはざんわい（するのはいけません）。 

…やなし でなくて（よそ参照）[用例] 此処は和具

ヤナシ 他所やわい（です）。 

…やなんや だとか（うすうい参照）[用例] 鉛筆 

ヤナンヤ 持って。 

…やねえわれ で有りません、で無い（かざぐも参

照）[用例] 今日は、ぬくたいよって（温かいか

ら）雪ヤネエワレ 雨やれ（だ）。 

…やねえんかい で有りませんか、で無いのですか

（あくでえ、おもいもて、がったぎ、すじちがい、

はたんきょお参照）[用例] あんた（貴方）○○さ

ん ヤネエンカイ。 

…やのおに だのに（ねとぼける参照）[用例] 昼ヤ

ノオニ まだ寝とる（寝て居る）。 

…やのんなあ だのに（かいたて、がけ、たいびょお

にん、とおに、むことり参照）[用例] 買いたて

（買ったばかり）ヤノンナア 借りに来て。 

やばってきた 茂って来た（やばる参照）[用例] 桜

の枝な（が）ヤバッテキタ。 

…やへんない 出来ない。…ない（あたとおて参照）

[用例] 飲まれヤヘンナイ。 

…やへんわ ません。出来ない（あしなおぼたい参

照）[用例] 歩るかれヤヘンワ。 

やまいよけ 病気を除く物（だんだら参照） 

やまからあがってきた 全くの不漁だ（りょお参照） 

やません １）痛めない（はあなやめる参照）[用例] 

はあ（歯）ヤマセン ２）病気をしない 

やまっこはって 賭けをして見て（やまっこ参照） 

やまらせ 止めさせよ（あやかす参照）[用例] 泣き

ヤマラセ。 
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やめて 痛くて、痛くなって（あたまのてっぺん参

照）[用例] 足な（が）ヤメテ 歩かれん（歩けな

い）。 

やめらよか 止められない（ふなのり参照）[用例] 

酒な（が）ヤメラヨカ。 

やめんね 痛みます、痛むのです（もじら参照）[用

例] 頭な（が）ヤメンネ。 

やめんの 痛むのです（あい参照）[用例] 頭な

（が）ヤメンノ。 

…やもんなあ だから（あいくち参照）[用例] それ

ヤモンナア。 

やや やれば（かたに、ぼっこ、もちのくい参照）

[用例] 前い（に）ヤヤ 前な（が）つかえる。 

…やよって。…やよってん だから（あおべん・うか

うか参照）[用例] 阿呆ヤヨッテ。雨ヤヨッテ。 

…やらい かへ [用例] 何処ヤライ 行くねかして

（のか）じっぱんしとられ（立派にして居る）。 

やらかして 食べて、飲んで、盗んで、行って（こい

やし、ごろはち、てなまある、へえしろ参照）[用

例] 酒も、おもさま（思う存分）ヤラカシテくれ

え（下さい）。畑のもん（物）ヤラカシテ来た。 

やらこいもん １）柔らかい物（やらこもんづくし参

照）２）柔らかいから 

やらこお 柔らかく（おれる、しいおり参照）[用例] 

ヤラコオ 炊いてくれ（下さい）。 

やらん やらない、あげない、しない（じょろ、ぶえ

ん参照）[用例] のお（お前）にはヤラン。 

やりおった あげました、渡しました、しました（こ

ばし、ひきしおどき参照）[用例] 爺やんに 小使

いヤリオッタ。 

やりくりみたよん 目茶苦茶のように（よそいき参

照）[用例] 部屋もヤリクリミタヨン しとんない

（して居る）。 

やりそこねる 失敗する、し損じる（そこねる参照） 

[用例] 同じ事ばっか（ばかり）ヤリソコネルのは、

あほやれ（阿保だ）。 

やりたくったた 一生懸命にした（やりたくる参照） 

[用例] べんきょ（勉強）ヤリタクッタタ。 

やりだして 突き出して（おいだし参照）[用例] ど

んばら（大きな腹）ヤリダシテ 歩いとられ（て居

る）。 

やりたない あげたくない、くれたくない、したくな

い（おしみなかかる、やらせん、やられやせん参

照）[用例] あの人ん（に）なんも（何も）ヤリタ

ナイ。仕事ヤリタナイ。 

やりつけやい ぶつけ合い（ごつん、ごつん参照） 

やりっぱなし １）放任 [用例] こおも（子供も）

ヤリッパナシでも、育つわい（育ちます）。２）仕

事に責任を持たない（いいきかす参照）[用例] ヤ

リッパナシみたよな（のような）仕事して。 

やりやがった した（にないぼ参照）[用例] 又、こ

いな（こんな）事、ヤリヤガッタ。 

やりよとんね 喧嘩をして居るのだ、争って居るのだ

（やりやう参照） [用例] 兄弟で、ヤリヨトンネ。 

やるや やるものか、するものか。 [用例] だな

（誰が）ヤルヤ そいな（そんな）汚い事。 

やれえ 食べなさい、飲みなさい（やらかせえ参照） 

[用例] ごっそおやに（ご馳走です）早よ（早く）

あんたも（貴方も）ヤレエ。 

やれこら 急ぐさま（やれそれ参照）[用例] ヤレコ

ラ 言うて あっちゃ（あちら）の方へ 行たない

（行った）。 

…やろえ でしょう（しんもんくい参照）[用例] 行

くヤロエ。笑うヤロエ。 

…やろかなあ だろうか [用例] あいんすんね（あ

んなにする）ヤロカナア。 

やろこ あげましょうか（はんてん、ひろそで参照） 

[用例] ぼた餅ヤロコ。 

…やろし だろう、でしょう（つぶこ参照）[用例] 

来るヤロシ。怒るヤロシ。 

…やろだ でしょう、だろう [用例] 泣くね（の）

ヤロダ。 

やろてや でしょう（ちびる参照）[用例] ○○な事

なら（の事なら）そいな（そんな）事ヤロテヤ。 

…やろと であらうと（いいたてる、こおぼし、ひぐ

れ参照）[用例] 雨ヤロト 風ヤロト 畑い（に）

いとんね（行って居るのだ）。 

やろにもやられん 与へたくても、与えられない（お

ことわり参照）。 

…やろの でしょう（おおぐいし、おおぐらい参照） 

[用例] 彼のする事なら その位の事ヤロノ。 

やろよも するようにも（ねえし参照） [用例] 用

事ヤロヨモ ねえない（無い）。 

…やろん。…やろんなあ でしょう（ああてや参照）

[用例] 行くヤロン。来るヤロン。 

やわらこおて 柔らかくて（おまつ参照）[用例] 飯

な（が）ヤワラコオテ お粥やなあ（だなあ）。 

…やんかいだ です、ます（てっぽ参照）[用例] 行
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くね ヤンカイダ。 

…やんかなあ です、でしょう [用例] あの人の言

うの、皆、嘘ヤンカナア。 

…やんこお ましょう [用例] 伊勢行こ（行き）ヤ

ンコオ。 

やんな １）くれるのは、やるのは（のける参照）

[用例] 銭、ヤンナ ええけど（よいが）無駄使い

すんなよお（するな）。２）行かすのは（あぶなか

し参照）[用例] 一人で旅行ヤンナ まだ早いわい

（です）。 

やんのなし やるのです [用例] びしゃいて（潰し

て）ヤンノナシ。怒ってヤンノナシ。 

やんのん １）あげるのに。やるのに（あげさげ参

照）[用例] 人に ヤンノン ええもん（よい物）

やらな（あげなければ）２）するのに。 

 


