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ら、り、る、れ、ろ 
 

らいにゃ。らいねゃ 来年は（よみや、せんたぶね参

照）[用例] ライニャ ええ年とれえ（よい年で有

りますように）。 

らくんしてほし 死なせて欲しい（らくんなる参照）

[用例] あんげん（あんなに）管 入れとらんと

（入れて居なくて）早よ（早く）ラクンシテホシな

あ。 

らくんなって 死んで（らくんなる参照）[用例] 爺

やんも、ラクンナッテなあ。 

らった なかった（うしのちち、こおよお参照）[用

例] 知らラッタ。行かラッタ。来ラッタ。 

…らったかい なかったですか [用例] 逢わラッタ

カイ。 

らったどお なかった [用例] 見やラッタドオ。 

…らったね だったのです [用例] 行かれラッタネ。

くれラッタネ。 

…らったら なかったら [用例] くれラッタラ。 

…らったり なかったり（せがき参照）[用例] 行か

ラッタリ。喰わラッタリ。 

…らったれ だった、なかった [用例] 使かわラッ

タレ。行かれラッタレ。 

…らったんど なかったのか [用例] なして（何

故）来やラッタンド。 

…らったんよお だったのです [用例] 笑わラッタ

ンヨオ。居らラッタンヨオ。 

…らって なくて [用例] 行かれラッテ 

…らな らなければ [用例] 用事したラナ 遊ばれ

やせん（遊べない）。 

らよか られない [用例] やめラヨカ 

られたや られたら [用例] ひっつかめラレタヤ 

…られやせん られない（べんともち参照）[用例] 

来ラレヤセン。怒ラレヤセン。 

られよおった られるところだった（すってに参照）

[用例] 怒ラレヨオッタ。 

られらった られなかった（なま参照） 

られられ することが出来る、される（がっこおり参

照）[用例] 怒ラレラレ。 

られんど られるぞ [用例] 怒ラレンド。 

らん らない [用例] まあラン。したラン。渉どラ

ン。ひあガラン。 

…らんかれ りなさい [用例] ひんまくランカレ 

…らんで らなくて [用例] 海老な（が）掛かラン

デ、不漁やわい（です）。 

らんと １）らずに（べんじょ参照）[用例] 喰たラ

ント。２）やらなければ、しないと 

…らんよおん ないように [用例] したランヨオン。 

りくつこく 理屈を言う（こりくつ参照） 

…りょ り [用例] 銭 借リョおった（居た）。 

…るんやんかい るのです [用例] 怒られルンヤン

カイ。買われルンヤンカイ。 

れやせん れない（むじおれ参照）[用例] 泣かレヤ

セン。行かレヤセン。来やレヤセン。 

…れよおった れました [用例] 買わレヨオッタ。 

…れよおったね れたのです [用例] 放り込まレヨ

オッタネ。 

…れるか れますか [用例] 正月にゃ（には）家い

来やレルカ。 

れられ れるぞ [用例] 糞たレラレ。 

れんと １）れずに [用例] 離レント。２）れない

と 

れんねてや れるのです [用例] ふくレンネテヤ。 

…れんね れるのです [用例] 人ん（に）嫌らわレ

ンネ。 

…れんの るのです [用例] 人ん（に）嫌らわレン

ノ。泣かさレンノ。 

…れんのん れるのに（あき参照）[用例] 行かレン

ノン。喰わレンノン。 

ろおじんしゃ 老人車、老人が杖代わりに押す車（ば

ばぐるま参照） 

ろおのうで 櫓の上部、漕ぐ人の持つ所（ろのうで参

照） 

ろすそ 櫓の水中に入る部分（ろのうで参照） 
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わ 
 

わいて 発生して。群れて（あかしゃび参照）[用例] 

しゃび（銹）な ワイテ。鰯な（が）ワイテ。 

わいとんね 群れて居るのだ（わいとる参照）[用例] 

沖で鰯な（が）ワイトンネ。 

わいななら 貴方が（あんなら参照） 

わがうち 自分の家（やどかり参照） 

わかじょたい 新世帯（わかき わかみそ わかじょか

ら参照） 

わがとから 自分から（しりがかあるい参照）[用例] 

仕事も、ワガトカラ 先いせな（にしなければ）人は、

ついて来やせん（来ない）。 

わがとこ 自分の所（よくどし、よせこむ参照） 

わかばば 若い婆様、大婆の有る時（おおじじ参照） 

わからへん 判らない（こおちゅう、よしれん参照）

[用例] 英語は 皆目（全然）ワカラヘン。 

わかららった 判らなかった（さいめんなわからせん 

だなおんねやら参照）[用例] 探したけど（が）ワカ

ララッタ。 

わかられ 判る（くどい、てりあわす参照）[用例] 行

て見や（見れば）ワカラレ。 

わかれしな 別れ際（ゆっくりしてけえ参照） 

わかんね 判るのです（いごく参照）[用例] 大きいじ

いやもんで（大きな字なので）よお（よく）ワカンネ。 

わきょか 分けようか（ねぶらかす参照）[用例] ふた

んな（二人が）ワキョカ。 

わぐで しびれて（わぐむ参照）[用例] てえな（手

が）ワグデ、持たれやせん（持てない）。 

わけあるおや 後妻（わけありのこ参照） 

わけへだて 区別 自分の都合で人を区別すること（え

こひいき参照） 

わこおて 若くて（てっぴき参照）[用例] まだ ワコ

オテ 嫁にもやられんわい（やれません）。 

わざとに 故意に（わざ参照）[用例] ワザトニ 人の

嫌う事すんねな（するのだ）。 

わざらかすな 面倒かけるな（わずらかすな参照）[用

例] そんだけの（それだけの）事で、人の手、ワザ

ラカスナ。 

わしぎゃ 私の家は（よかったよお参照）[用例] ワシ

ギャ 遠いとこやわい（所です）。 

わずろた 患った（わるさ参照）[用例] 胃癌 ワズロ

タけど（が）手術で治った。 

わたしゃ 渡たせば（うつけたれ参照）[用例] おとな

し（おなしく）ワタシャ ええのん（よいのに）。 

わたふくます 綿を入れる（くくめる参照）[用例] 布

団へ ワタフクマス。 

わたりおおび 他所に移動して行く鮑（おおびのはな参

照）。 

わたんね 渡るのだ（しゅうとめがかり参照）[用例] 

橋 ワタンネ。 

わったよおった 割ってしまうところだった（すっての

こと参照）[用例] すってのこと（危うく）茶碗 ワ

ッタヨオッタ。 

わったる 割ってやる、割ってしまう（まるっぽ参照）

[用例] 茶碗 ワッタル。梨ワッタル 

わらいずめ 笑い通し（…ずめ参照） 

わらうんどや 笑うのだ（あたまはさむ参照）[用例] 

あんごし言うて（馬鹿だと言って）ワラウンドヤ。 

わりあそび 悪い遊び、博打、女遊び（わるあそび参

照） 

わりおて 割り有って、各人が分担して（かけあい参

照）[用例] 仕事も ワリオテすると 楽やれ（だ）。 

わりがき 悪戯する子供（わるがき参照） 

わりし 悪いので（どおとも、ぼおずだたみ、よこめ参

照）[用例] 嫌いなもん（物）でも、くれや（くれれ

ば）貰らわな（なければ）ワルシ、もおても、よわん

ね（貰っても困るのです）。 

わりじまり 非常に強く締まる（いがい参照） 

わりにゃ 割には、のよりも、比較的（こてこてびんぼ

参照）[用例] おもた（思った）ワリニャ 早よ（早

く）済んだなあ（終わった）。 

わりもん 悪い物（者）（べつなべ参照） 

わりやう 割合う、負担する（ひまち参照）[用例] 旅

行の経費も、皆な（が）ワリヤウと、ええやれ（よろ

しい）。 

わりやんかあ 悪るいでないか（うじそだち参照）[用

例] その着物 ワリヤンカア。 

わりよい 割りやすい（みずき参照）[用例] ガラスは

ワリヨイけど（が）鉄は、ワリノクイ。 

わりよって、わりよってん 悪るいから（うけられん参

照）[用例] そや（それは）ワリヨッテ ええのと

（よいのと）替えたるわい（てあげます）。 

わるいころして 激しく叱って（かまどしょおぐん参
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照）[用例] 家中のもん（者）ワルイコロシテ 威張

っとんね（て居るのだ）。 

わるいて 叱って（やかましや参照）[用例] ちっさい

（小さい）子供、ワルイテも、訳な（が）判ろかれ

（判らない）。 

わるいとる 叱って居る（あて参照）[用例] 先生な

（が）生徒 ワルイトル。 

わるけや。わるきゃ 悪ければ（ごさい、るい参照）

[用例] ワルキャ 替えたるわい（てあげます）。 

わるどおし 悪者仲間（るい参照） 

わるわれえおった 叱られて居ました（あぶらなきれる

参照）[用例] 仕事 せんとおって（せずに居て）ワ

ルワレエオッタ。 

わるわれよおった 叱られました（あらいたて、くちと

がめ、げえする、さばふぐ、ぞおらく、つけあがる、

となりあるき、よいまどおし参照）[用例] 何時迄、

起きとる（て居る）言うて、ワルワレヨオッタ。 

わるわれんど 叱られるぞ（やがる参照）[用例] わり

（悪い）事すると ワルワレンド。 

われや われれば [用例] 悪う思もワレヤ はざんの

ん（いけないのに）。 

われやせん 割れない、割れません（まつやね、やあ参

照）[用例] 餅なかっとおて（が固くて）ワレヤセン。 

われんね 割れるのです（やあ参照）[用例] ガラスな

（が）ワレンネ。 

わんと ないと [用例] 貰らワント。 

わんな 割るのは（よき参照）[用例] ガラス、ワンナ 

わけなしや（簡単だ）。
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ん 

 

…んか のか（たくわえ参照）[用例] 貯えも無いンカ 

…んかい のですか（おえる参照）[用例] まあ（も

お）行くンカイ。 

…んかして と思えて、と見えて（じゃけん参照）[用

例] 他処行くンカシテ じっぱんしとられ（立派に

して居る）。 

…んかれ なさい [用例] 部屋も片付けンカレ。行か

ンカレ。来ンカレ。 

…んけど のだが [用例] 痛ないンケド。 

…んこお のですか（あてらあ参照）[用例] 行くンコ

オ。喰うンコオ。 

…んこや に行きましょう（まいまい参照）[用例] 芝

居 見ンコヤ。 

…んして にして（だいしょお参照）[用例] じっぱ

（立派）ンシテ 何処 行きどい（ですか）。 

…んだ いだ [用例] 目 くさンダ（ふさいだ）。 

…んて そうだ（のぐそ参照）[用例] 泣くンテ。 

…んで なくて [用例] 行かれンデ。 

…んで ので [用例] 死んどたンデ。 

…んてて なくても（ああてや参照）[用例] 言わンテ

テ。泣かンテテ。行かンテテ。 

…んてや のです [用例] 美しンテヤ。火 消すンテ

ヤ。 

…んてわ。…んてわい のだそうです（しし参照） 

[用例] お化な（が）出るンテワ。 

…んど １）のだ（いきしてきた、ぶっとる参照）[用

例] 怒られンド。２）のか（なして参照） 

…んどお のだ（はたけあらし参照）[用例] 笑ろたン

ドオ。 

…んどよ のだ（はあ参照）[用例] おんな（俺が）く

れたンドヨ。 

…んな １）るのは（おいでおいで参照）[用例] わり

（悪い）事スンナ えてこいや（お得意だ）。２）る

な 禁止（やかまし参照）[用例] わり（悪い）事ス

ンナ。 

…んなあ のだ、のです（ねらむ参照） [用例] 行く

ンナア。 

…んなまあ るな、禁止 [用例] 怒ンナマア 

…んにい のです（あんねなあ参照）[用例] あんねン

ニイ（有るのです）。泣くねンニイ（泣くのです）。 

…んね るのです（もがく参照）[用例] 来ンネ。怒ン

ネ。 

…んねけど るのだが（あとくちわり参照）[用例] 食

べンネケド。来ンネケド。 

…んねど のだ [用例] 二階から降りンネド。 

…んねやれ るのだ（ちびる参照）[用例] 怒ンネヤレ。 

…んの るのです（ひかえ参照）[用例] 来ンノ。怒ン

ノ。 

…んのお です、ます（いがらっぽい参照）[用例] 行

くンノオ。 

…んのと るのと [用例] 冷めンノト。 

…んのも るのも（あたってきた参照）[用例] 来ンノ

モ。人ん（に）さわンノモ。 

…んのを るのを [用例] 遅れンノヲ。 

…んのん るのに [用例] 怒ンノン。 

…んも にも（と参照）[用例] のお（お前）ンモ く

れる。こんげンモ（こんなにも）もろた（貰った）。 

…んや のだ、のです [用例] 行くンヤ。 

…んやな のですか（どない参照）[用例] 何処行くン

ヤナ。なした（どうした）ンヤナ。 

…んやれ のだ [用例] 言わした（せた）ンヤレ。 

…んやろ のでしょう。のだろう（うえむきとんがらし

参照）[用例] 行くンヤロ。喰うンヤロ。 

…んやわ のです [用例] 行くンヤワ、泣くンヤワ。 

…んやんかい のです（うく参照）[用例] 学校 行く

ンヤンカイ。旨い物 喰うンヤンカイ。 

…んよお のだ、ました（ふだおとす参照）[用例] 泣

くンヨオ。行くンヨオ。 


