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…よ なさい、しなさい [用例] 行けヨ。来いヨ。 

…よい 容易だ（あおばな参照）[用例] あの家 行き

ヨイ。喰いヨイ。 

…よいね やすいのです [用例] 見ヨイネ。 

…よいんよお やすいのです [用例] 聞き、ヨインヨ

オ。 

よいよん よいように、容易なように [用例] 滑りヨ

イヨン。 

…よいん 容易だ [用例] しいヨイン。 

…よえ なさい、しなさい [用例] いつ迄も生きヨエ。 

よおあけんない あける（開。空）事が出来ません（あ

けやんか）[用例] 栓な きっつうて（がきつくて）

ヨオアケンナイ。 

よおいごく よく働く（あんごまし参照）[用例] あの

家の嫁 ヨオイゴク嫁や（だ）。 

よおい やすい [用例] 取りヨオイ 所に有る。 

よおいごかん 動けない（うとた参照）[用例] 腰ない

とおて（が痛くて）ヨオイゴカン。 

よおかう 用事を頼む（つかいご参照）[用例] ちょい

とした（少しの）ヨオカウノン つかいごな（用事を

頼む子供が）ほしんやんかい（欲しいのです）。 

よおきき 便利（かなみ参照） 

よおくうんやんかい よく釣れるのです（ゆうまずみ参

照）[用例] 此の頃 鯛な（が）ヨオクウンヤンカイ。 

よおじゃ 用事は（かいらす参照）[用例] 婆やん ヨ

オジャねえかい（有りませんか）。 

よおしょおない 出来るものか（たかなしれとる参照）

[用例] 此の仕事だな（誰が）ヨオショオナイ おら

もよおせんわい（私も出来ません）。 

よおだいなかわる 病気が悪化する、様子が悪化する

（よおだい参照）。 

よおだててくれ 貸せて下さい（まにあわす参照）[用

例] あんた、ちょいと（貴方少し）ヨオダテテクレ

エ 今し持っとらせんね（今、持って居ないのです）。 

…よおった ました、居た（うしろひほ参照）[用例] 

笑らヨオッタ。 

よおて やすくて [用例] 剥きヨオテ。突きヨオテ。

割りヨオテ。 

よおどきゃ 呼んでおけば、招待しておけば（ほんたく

参照）[用例] ○○だけヨオドキャ ええない（よろ

しい）。 

よおどこ 呼んでおこう、招待しておこう（ほんたく参

照）[用例] 結婚式ん（に）親、兄弟だけ ヨオドコ

や。 

よおとて 酔って居て（のみとりこ参照）[用例] ヨオ

トテ 話しんならん（に、ならない）。 

よおどて １）病んで居て（よおどる参照）[用例] 長

い事、ヨオドテ 腰な（が）立たれやへん（立てな

い）。 ２）呼んで居て [用例] 先生な（が）ヨオ

ドテ なん用事やかな（どんな用事だろうか）。 

よおどんね １）病んで居る（よおだ参照）[用例] 結

核 ヨオドンネ。２）呼んで居る [用例] 先生な

（が）ヨオドンネよお。３）読んで居る [用例] 小

説 ヨオドンネ。 

よおなしぎって 便秘して（べんじょにおられん参照）

[用例] ヨオナシギッテ 困難の到りや（だ）。 

よおなってく １）弱くなって行く（ふさう、ふさわせ

ん参照）[用例] 家んばっか（に、ばかり）入いっと

ると（て居ると）ヨオナッテクど（ぞ）。２）よくな

って行く 

よおなれ。よおなわ ようだ [用例] おとろし（怖

い）ヨオナレ（ヨオナワ）。 

よおのまん 飲めない（まわす参照）[用例] 酒 よけ

（沢山）ヨオノマン人や（だ）。 

…よか 出来ない、れない 否定を表す [用例] 行か

れヨカ 

よか ようか [用例] 食べヨカ。 

よかい れない [用例] おや（居）ヨカイ。言わヨカ

イ。 

よかよおった よかった（どけ参照）[用例] 昔の正月

は、ヨカヨオッタ（ヨカリオッタ）。 

よかよか よいものか、耐えられない（ちくび参照）

[用例] 肩な（が）張ってヨカヨカ。 

よかりおった よかった（あらいたて、ごんばちこ、す

すとり、ほんぜん参照）[用例] よかよおった参照 

…よかれ ない、出来ない、否定を表す [用例] 行か

れヨカレ。使われヨカレ。 

よけやええね よければよいのだ（きままこき参照）

[用例] わがとばっか（自分ばかり）ヨケヤエエネ。 

よごれためし 混ぜ御飯（こ参照） 

よじらかしたれ 位置をずらせ（よじらかす、よじれる

参照）[用例] その椅子、ちょいと（少し）ヨジラカ
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シタレ。 

よせごといて 寄せ集めて置いて（むぎよせさ参照）

[用例] 落ち葉もヨセゴトイテ 燃やせ（しなさい）。 

よせこんどけ 寄せ集めて置け（すみくた参照）[用例] 

洗濯物も、ヨセコンドケ。 

よせたれ 寄せてやりなさい（いじらかせ参照）[用例] 

おもちゃな（が）散らばっとんのを（て居るのを）ひ

ととこい（一所）ヨセタレまあ。 

よせてくね 寄せて行くのです（ふきまあし参照）[用

例] わがとこいなんもかも（自分らのところへすべ

て）ヨセテクネ。 

よせとる 寄せて居る、集めて居る（ねこま参照）[用

例] 大勢の人ヨセトル。 

よせんね 寄せるのです、集めるのです（よせがう参

照）[用例] 人 ヨセンネ。 

よせんのも 集めるのも（よしぇる参照）[用例] 大勢

の人 ヨセンノモ 苦労すられ（します）。 

よせんのん 寄せるのに 集めるのに（たもち参照）

[用例] 放して有る牛 ヨセンノン 一苦労やてや

（です）。 

…よた あった [用例] 頭 かちヨタ（ぶっけた）。 

よだこいた。よだやった 遅くなった、疲れた（よだ参

照）[用例] 今日は仕事が張って（多くて）ヨダコイ

タ（ヨダヤッタ）なあ。 

よちょろ 四丁櫓（ともど参照） 

…よった ました（こべり参照）[用例] 怒られヨッタ。

泣きヨッタ。持ちヨッタ。嬉びヨッタ。 

よったる 揉んでやる、捩ってやる（ちんちろりんには

れる参照）[用例] 藁 ヨッタル。 

よって 選んで（みつくらう参照）[用例] ええの（よ

いのを）ヨッテ、持てけ（持って行け）。 

…よって て、まして [用例] 来ヨッテ。泣きヨッテ。 

よって 捲って（あたまいう参照）[用例] 縄 ヨッテ。 

よってきて 集まって来て（うじゃうじゃ参照）[用例] 

人なよけ（が沢山）ヨッテキテ。 

よってく 寄って行く。より集まって行く（あそびや参

照）[用例] 祭りん 人な（が）よけ（沢山）ヨッテ

ク。 

よってさけん から、だから（よぎ参照）[用例] それ

や（だ）ヨッテサケン あんな（彼が）怒って来たん

やれ（のだ）。 

よっといて 捩って置いて（かんじょくり参照）[用例] 

なあ（縄）ヨットイテ、溜ると売りんきおった（に行

った）。 

よっといて 集まって置いて（やったろ、よりば参照）

[用例] 皆な（が）ヨットイテ どこぞ行くや（何処

か行きましょう）。 

よっとても 集まって居ても（やうち参照）[用例] 皆

な（が）ヨットテモ 大将な来やへん（指導する人が

来ない） 

よっとられ 寄り集まって居る（ぶたい参照）[用例] 

餓鬼らな（子供達が）よけ（沢山）ヨットラレ（ヨッ

トル）。 

よっとる 集まって居る（ぐれえやど参照）[用例] よ

っとられ参照 

よつばい 手足で這う事、膝はつけない（たかばい参

照） 

…よて しまって、あって [用例] 嫌な人と かちヨ

テ（出あって）逃げた。あの人と掛けヨテ（相談し

て）。 

…よとて て居て（ける参照）[用例] 笑いヨトテ。向

いヨトテ。 

よななあ ようだ [用例] あの人 みたヨナナア。 

よねたり 混ぜたり（よねる参照）[用例] 味噌作って

も、はなのうちは（始めの間は）塩をヨネタリ、しお

ったわい（しました）。 

よばせん 呼ばない、招待しない（いとこ、はとこ、ご

き参照）[用例] 結婚式ん（に）従兄弟迄、ヨバセン。 

よばな 呼ばなければ、招待しなければ（でふねいわい、

よめよぶ参照）[用例] 結婚式ん（に）あの人も、ヨ

バナ はざんわい（いけません）。 

よばれえさいしゃ 食べさえすれば（くいとくぶね参

照）[用例] 年寄は三度三度の飯 ヨバレエサイシャ 

そんでええね（それでよいのです）。 

よばれおった 招待された（つかいご参照）[用例] あ

の家の結婚式、いつでも ヨバレオッタ。 

よばれて ご馳走になって（せわ、たらふく、まないた

あらい、むさらく、やうち参照）[用例] よっけ（沢

山）ヨバレテ 行くわい（帰ります）。 

よばれてた 招待されて行った（よろこび参照）[用例] 

結婚式 ヨバレテタ。 

よばれとる 食べさせて貰って居る（らくのかあ参照）

[用例] 三度三度の飯 ヨバレトル。 

よばれや よばれれば、ご馳走になれば、食べさせて貰

えれば（こきあげ参照）[用例] 三度の飯 ヨバレヤ 

そんでええね（それでよいのです）。 

よばれよや 頂きましょう、食べましょう（とんぼのあ

たま参照）[用例] 飯もあたたいうちん（温かい間
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に）はよ（早く）ヨバレヨヤ。 

よばれられらった 呼んで貰えなかった、招待されなか

った（たもんのこおし、まないたあらい参照）[用例] 

香資な（が）すけないと（少ないと）逮夜、ヨバレラ

レラッタねんなあ（のです）。 

よばれんね ご馳走になります（たんびに参照）[用例] 

朝、汁（味噌汁）で、ヨバレンネ。 

よばんと 呼ばずに、招待せずに（わがみ参照）[用例] 

あの人は、ヨバント おいとこや（おいておきましょ

う）。 

よびおった 呼びました（あらどおし参照）[用例] な

あ（名前）知らんと、あんたさん（貴方）言うて ヨ

ビオッタわい（です）。 

よぼ 呼ぼう、招待しましょう（おくりぜん、ちょおど

のとき参照）[用例] あの人もヨボやんかい（ましょ

う）。 

よも ようにも [用例] 風邪な（が）吹くヨモ無い。

行くヨモ無い。 

よや 寄れば、集まれば（じゅうにんとおはらとおちん

こ参照）[用例] こいさ（今晩）俺家い（に）ヨヤえ

えわれ（よろしい）。 

よや ましょう [用例] 呼ばれヨヤ。ひっかヨヤ。 

よやがって 寄りあがって、寄り集まって（こます参

照）[用例] よけ（沢山）人な（が）ヨヤガッテしと

んない（して居る）なんかいなあ（何だろうか）。 

よやがっとる 寄り集まって居る（よやげる参照）[用

例] ないざん もおな（渚に藻が）ヨヤガットル。 

よらせん 集まらない（ぐれえやど参照）[用例] 寄付

のぜんな（銭が）ヨラセン。 

よらんかれ 立ち寄りなさい（かたぐ参照）[用例] た

まには、俺家も（にも）ヨランカレ。 

よりなあ 縄（よりいと参照） 

よりよい 集まりやすい（もよりのうち参照）[用例] 

今年は神社の寄付もヨリヨイなあ（です）。 

よりよう 寄り集まる（ぐれえやど参照）[用例] ふた

んな（二人が）ヨリヨウ。 

よれられ 棙れる（はらわた参照）[用例] わろて（笑

って）腹わたな（が）ヨレラレ。 

よろかいなあ 立ち寄ろうか（よってけ参照）[用例] 

あの家いも（にも）ヨロカイナア。 

よろけてく よろめいて行く（よろけ参照）[用例] 腰

な痛とおてじっきん（が、痛くてすぐ）ヨロケテク。 

よろけとる よろめいて居る（よろけ参照）[用例] ち

ゅうけな（中風が）出て、歩くのヨロケトル。 

よろこばざった 喜ばなかった（よそえん参照）[用例] 

土産もてたけど（持って行ったが）ヨロコバザッタ。 

よろこばせん 喜ばない（こげな参照）[用例] なん

（何）くれても ヨロコバセン人や（だ）。 

よろこびおった 喜んだ（ちん参照） [用例] 正月ん

（に）なると、ええきもん着るので（よい着物着るの

で）ヨロコビオッタ。 

よろこんどる 喜んで居る（しょしょりあげる参照）

[用例] かしんもおて（菓子を貰って）ヨロコンドル。 

よろやんかあ 集まりましょう（もより参照）[用例] 

あした（明日）宮さんえ ヨロヤンカア。 

よわせんね 酔わないのです、酔いません（からはら参

照）[用例] 幾ら、酒のおでも（飲んでも）ヨワセン

ネ。 

よわって 困って（いただく参照）[用例] 仕事なむつ

かして（がむつかしくて）ヨワッテしとんね（して居

るのです）。 

よわよわしとる 弱々しくして居る（いたわしがる参

照）[用例] 年、取って ヨワヨワシトル。 

よわられ 困る（なんぎがる参照）[用例] 急に、そい

な事（そんな事）言われても ヨワラレ。 

よわりおった 困りました（いねぼちぼ、ひかえ参照）

[用例] 銭なのおて（が無くて）ヨワリオッタ（ヨワ

ンネ）。 

よわんね 困るのです（こしずな、やあ参照）[用例] 

よわりおった参照 

よんだ ように [用例] あの人みたヨンダ（のよう

に）立派ん（に）なれえ（なりなさい）。 

よんでくれえ 招待して下さい（もろたら参照）[用例] 

ごっつお（御馳走）したら、ヨンデクレエ。 

よんでくれて 招待してくれて（ごき、すんばこすじも

たよる、よろこび参照）[用例] ゆんべゃヨンデクレ

テ おおきんえ（昨夜は招待してくれて有難う） 

よんどる １）呼んで居る ２）読んで居る 

よんね １）集まるのです（よりば参照）[用例] こい

さ（今夜）皆な（が）ヨンネ。２）選ぶのです [用

例] ええのばっか（よいのばかり）ヨンネ。 

 


