
「し行」の天草方言 「天草方言集 鶴田 功著」

し しー【衆】 人 人達 「あんし」あの衆

…じー …です …だぞ …だよ《島子》 「よかじー」

しあぐる しあゆる しやぐる【仕上げる】 完成させる

しあさって 明々後日 三日後 《京》

しいあぐむ〈為倦む〉 うんざりする し続けるのが面倒になる
し

しいえーでにゃ しいえーでん 古語【為得ぬ】 出来ない
し

しいえそうなもん しいきりそうなもん 出来そうなものだ

しいえた しいきった しきった しわえた 出来た

しいえばしするごつ しいきりばし… 出来もしないのに

しいえは(ﾜ)すっどかい しいきりゃ… 出来るだろうか

しいえやっせん しいきりやっせん 出来ません

しいえらす しいきらす お出来になる

しいえらっさん しいきらっさん お出来にならない

しいえらっしーろ しいきらっしーろ お出来になるだろうか

しいえん しいきらん しきらん しやえん 出来ない

しいえんどでー しいきらんどでー 出来ないでしょうに

しいえんどもん しいきらんどもん 出来ないでしょう

しいか しいさー【酔い】sour 酢っぱい

しいきったろー しいきったろば することが出来たならば

しいきっと しいゆっと しきっと しゆっと 出来るのだ

しいきっど しいきっどもん 出来るか 出来ると思う

しいきっどかい しいきっどかにゃ しいきっどかね

しいきりーろ しいゆりーろ 出来るだろうか

しいぎゃ しいげ するために 「しごっしーぎゃいく」

しいきらす しいきらる しきらす しきらる 出来られる

しいきらでな …でにゃ …でん しいきらんで 出来なくて

しいきる しいゆる しきる〈為得る〉 出来る
し

しいきるみゃー 出来ないだろう

しいきれば しいゆれば することが出来れば

しいぐら しいぐりゃ 試合 match 競争

じーがん 幼児語 刺 魚の骨

しーくゎ【西瓜】water melon ウリ科の一年草
ス イ カ

しいごたいらん しいごついらん しいごて… しいごと… する必要はない

しいごつ〈為事〉 した仕事振り
し

しいざま〈為様〉 仕事をする様子 した仕事の様子
し

しいしい しいなーり しなーり しながら

しいしぇーすれば しいしゃか… しさえすれば するだけで



しーじぼう 雑草地 手入れをしてない畑

しいそくなう しいそこなう【為損なう】 為損じる
し

しいそくのうた しいそこのうた【為損じた】 失敗した
し

しいださん しださん する時間がない 出来ない

しいだす しだす 仕上げられる し始める

しいつくる しいつける しつくる しつける 為て慣れる

しいつけとる しいなれとる し慣れている 熟達している

しいって【強いて】 無理強いして
し

しいっとる〈為入る〉 没頭している 夢中になる 熱中している
し

しいつらかす しまくる やりっぱなしにする

しいでーノある しいでーンある 遣り甲斐がある

じいとばぁ じいばば【爺婆】 ②春蘭の野性種

しいとらす しいとんなす 惚れておられる 気に入っている

しいとらん 隙間がない 空きがない 〔す〕の転音

しいとる 好いている 惚れている 〔す〕の転音 love you
しいとる 隙間 空いている あいている時間 〔す〕の転音

しいどんすんな しいどんすんなえ しいどんすんなぞ したりするなよ

しいなしぞ しいなしーしゅい しない約束にしよう

しいならん 出来ない する訳にいかない《竜ヶ岳》

しいなるう しなるう 仕方を習う 仕付ける

しいにくぃーもん しにくぃーもん しにくいものだ

しいにっか しにっか〈為難い〉 為辛い
し し

しいばしするごて 為る訳でもないのに 為ない癖に
す し

しいはたす しはたす しやがる 〔する〕の卑語

しいふんじゃー しーふんでー【為放題】 したい放題
し

しいまいやっと しなければならないのです《牛深》

しいまえ 当番 為さねばならない役目 する順序
な

しいみち しみち〈為い道〉 仕方 する方法
し

しいもえーでんおって しいもえんくせ 出来もしないのに

しいもせーでんおって しいもせんくせ していない癖に

しいもって しもって〈為以って〉 した上で《京》
し

しいやすか しいよか しやすか しよか〈為易い〉

しいゆっと しいゆる〈為得る〉 することが出来る
し

しいゆっど しいゆっどもん 出来るだろう

しいゆっどかい しいゆりーろ 出来るだろうか

しいよしぇ(せ) しいよしゃ しよしゃ し易さに

しいよらいた しよらいた しよらった していた

しいよらした しよらした しよんなはった なさっていた

しいよる しよる している

しいよれ しよれ していろ し続けろ

http://www.amakusa1.com/hogen/voice/sikoe/s.wav
http://www.amakusa1.com/hogen/voice/sikoe/sin.wav


しいよんなす しよんなはる なさっていらっしゃる

しいら【粃】 実らない籾 空 《日ポ》
しいな から

しいらぎゃく しいらぎゃくじん 利益をもたらさない客

しいる しる【強いる】 無理強いする

しいるる 古語【仕入れる】 買入れる 仕込む ②躾る
しつけ

しいは(ヮ)えーず しいはきらず できないよ

しいは(ヮ)えん しいきらん 出来ない

しいは(ヮ)する するにはする 一応する

しいは(ヮ)せーず しないのだもの

しいは(ヮ)せんどか したりしないだろうか

しーんとしとる 静まりかえっている

じーんとくる 心に響く ②強く感じる

しいんな【強いるな】 無理強いするな

しぇいきゅうじん〈性急人〉 せっかち 短気者

しぇいしぇい しぇんしぇい【先生】

しぇいた【背板】 製材滓 丸みが残った板《京》

しぇいっぴゃ【精一杯】 出来る限り 力の限り

しぇいろ しぇーろ【蒸籠】 蒸気で蒸す調理器具

しぇいを【瀬魚】 小魚

しぇー【菜】 お数 副食品 side dish 惣菜《五和》
かず

…じぇ …じぇー …です …だぞ …だよ《佐伊津》

しぇーえん【菜園】 野菜畑

しぇーじ しぇーでん しぇんで しないで

しぇーしぇー【再々】 度々 再度 兼々 何時も《五和》

しぇーじゃ しぇじゃ するとも ②しなさいよ

しぇーじゃこて しないことには

しぇーじゃった しなかった

しぇーじゃにゃ しなくちゃね しないとね

しぇーじゃま しないといけないよ

…しぇーする …さにする 「痛しぇーする」

しぇーた【咲いた】 〔さ〕の転音 「花ンしぇーた」

しぇーた【刺した】 〔さ〕の転音 「蜂ンしぇーた」

しぇーた【閉めた】 閉ざした 「戸バしぇーた」

しぇーた【急いた】 急いだ
せ

しぇーた【注した】〔さ〕の転音《佐伊津 五和》

しぇーた【堰いた】 流れを止めた ②閉めた 塞いだ
ふさ

しぇーた【翳した】「傘しぇーた」《佐伊津 五和》
かざ

しぇーた ひどく腹痛がした 「腹ンしぇーた」

じぇーたくな 贅沢な 身分不相応な贅沢だ

しぇーたぐる しぇーたげる 古語【虐ぐ】 苛める 責める
しへた



じぇーたん じぇーたんぼ 溝 下水溝 潟
どぶ

しぇーつ【佐伊津】（地名） 〔さ〕の転音

しぇーて 古語【急く】hurry 急いで

しぇーてしぇかん 急ぐが緊急ではない 「しぇーてしぇかんこつ」

しぇーでにゃ しぇーでん しぇんで しぇんでん しないで

しぇーでにゃいっちょけ しぇーでんいっちょけ しないで置け

しぇーでにゃおられん せーでんおれん しないではいられない

しぇーでんじゃん しなくてね しなかったのか

しぇーね 転た寝 着衣のまま眠る
うた

しぇーノたっか しぇーンたっか 背が高い

しぇーばづく しぇーべづく お節介をする《佐伊津 五和》

しぇーまか しぇばか 狭い narrow 狭苦しい

しぇーまいじょ 【精米所】 精米加工所 米穀所

しぇーまぎる しぇーまづく お節介をする 出しゃばる

しぇーら 古語【簓】 刺 thorn 毬
ささら とげ いが

しぇーろ【蒸籠】 蒸気で蒸す調理器具

しぇからし しぇからしか 五月蠅い 煩い 騒々しい 喧しい
う る さ

しぇからしか しからしか 面倒だ 厄介だ《日ポ》

しぇがき《京》 しぇがけ 古語【施餓鬼】 仏教の法要

しぇかする 古語【急く】hurry 急がせる 急き立てる

しぇかすんな 急がせるな 急き立てるな 焦らせるな

しぇかしぇか 古語 せせこましい 落ち着かな 気が焦る

しぇかしぇろ 急がせろ 急き立てろ

しぇかせろ 古語【塞く】 戸を閉じさせなさい

しぇかぼう 短気者 性急な人 せっかち

しぇがむ 古語【せがむ】 無理にねだる せびる《日ポ》

しぇがむな ねだるな せびるな

しぇがむる【苛める】oppress しごく

しぇからしい《日ポ》 しぇからしか 五月蠅い 煩い 喧しい 騒々しい ②厄介

しぇがれ【倅】son 子息 息子のことを謙遜して言う《京》

しぇかんか しぇけ 古語【塞く】 戸を閉めなさい

しぇきころす 《日ポ》 しぇっころす 絞め殺される程の胃痛

しぇきつむる 古語【塞き詰む】 塞詰める 閉じこめる

しぇきと しぇきとう【石塔】 石碑 墓石《京》

しぇきノやま【関の山】 際限 こ以上はできないところ

しぇきもん 【急き物】 仕上がりを急ぐ品 《京》

しぇぎり しぇこぎり 古語【背切り】 骨付きの刺身

しぇく【急く】hurry 急ぐ 焦る はやる《京》

しぇく 古語【塞く 堰く】 止める ②閉じる《日ポ・京》

しぇく〈塞く〉 痛む ache 腹痛 ②咳をする 「腹ンしぇく」



しぇくな【塞くな】 閉めるな

しぇくな しぇっつくな【急くな】 急ぐな 焦るな

しぇげし〈下げ足〉 竹馬

しぇけんなみ【世間並み】 人並み

しぇこ 籾櫃 籾を貯蔵する容器
もみひつ

しぇこか 狡い cunnig 狡賢い けちくさい
ずる

しぇこぎり しぇごし 古語【背切り】 骨ごと切った刺身

しぇし【施主】 主催者 sponsor 指導者《日ポ》

じぇし じぇしとん【是非とも】 必ず きっと

しぇしーなる しぇしなる【施主】 主になって活動する

じぇじぇ じぇんぜん お金 銭（幼児語）

しぇしぇくっつらかす 弄り回す play with
しぇしぇくらん 弄らない 触れない

しぇしぇくる しぇしぇる【挵る】《ポルトガル語》xexeru 弄る 弄う 弄 ぶ
いじ いら もてあそ

play with 責める ②扱う 触る touch ほじくる pick《京》
しぇしぇくんな しぇしぇんな 弄るな 触れるな 扱うな

しぇしぇこましか 落ち着かない うるさい《京》

しぇしぇっつらかす 弄り回す

しぇしぇらすんな 触れさせるな 弄らせるな

しぇしぇらせられん 触れさせる訳にいかない

しぇしぇらせん 触れさせない 扱わせない

しぇしぇらわるう 嘲り笑う 冷笑する
あざけ

しぇしぇらん 弄らない 弄ばない 触れない

しぇしぇり 蚋 (ブユ科の昆虫) 動物の血を吸う昆虫
ブユ・ブヨ

しぇしぇりンきんたま 小蝿の睾丸 ②小心者

しぇしぇんな 弄ぶな 触るな 扱うな

しぇしぇんノきんたま〈蚋の金玉〉 小心者
ぶよ

しぇしかい しぇしきゃ しぇしけ 繁忙 business 多忙 busy
しぇしかう 忙しく立ち働く ②急いで準備する《日ポ》

しぇしかえ(ゑ) 急げ hurry up 早くしろ ②精を出して働け

しぇしきゃーじゃんなした ご多忙でございました

しぇしきゃーにん せしけーにん 料理などの加勢人

しぇじぐすり【煎じ薬】 薬草を煮出した薬

しぇしこっせろ しぇしこてせろ 急いでしなさい

じぇしとん【是非とも】 必ず きっと

しぇしむる せしめる うまく手に入れる

しぇじゃこて しぇじゃね しないことには

しぇじらきゃーた しぇじらけーた 煎じ過ぎた 煮詰め過ぎた

しぇじる【煎じる】 煮詰める 煮出す

しぇじるる しぇじれる 過熱して水分がなくなる



しぇだまり〔瀬溜まり〕 舟溜まり 舟の係留地

しぇちがらい【世知辛い】 損得に抜け目無く人情が薄い《京》

しぇっかくじゃいてー お骨折り頂いたから《佐伊津》

しぇっかくじゃって 序でだから 幸便だから
つい

しぇっかち 性急 短気 《京》

しぇつかるる しぇっつかるる 急く 急かせられる

しぇっかん 古語【折檻】 厳しく責める 厳しく叱る《京》

しぇっき 古語【節季】 歳末 年の暮 盆暮の決算期《京》

しぇっきる【堰切る】 川の流れを止める

しぇっきょう 古語【説経】 説教 説法 談義 sermon
しぇつく 近世語【責付く】 責め立てる ②催促する

しぇっくばたらき 節句に働く者を嘲ることば 不精者 怠け者

しぇっくばま〈節句浜〉 最も潮位が低い時 潮干狩りに最適

しぇっくゎん【赤飯】《新和 島子》

しぇっころす 死ぬほど酷い腹痛 「腹ン塞っこれーた」

しぇっしょう すんな 古語【殺生】 生き物を殺すな

しぇつせつと【切々】 真心を込めて 身にしみて ひしひしと

しぇっせっせ【切々々】 幼児の手遊び さあいいかい

しぇっちゃー しぇってー しぇってゃー 古語【接待】 施し 持て成し entertain
しぇっちん 古語【雪隠】 便所 厠 lavatory《京》

せっちん かわや

しぇっつく ぴったり寄り付く ②競り合う

しぇつなか しぇつにゃー 古語【切なし】 窮屈だ ②辛苦

しぇっぱつまる 近世語【切羽】 抜き差しならぬ 窮迫する

しぇっぴゃー【精一杯】 出来る限り 力の限り ②沢山

しぇづら〈畝面〉 用地面積 田畑の耕地面積

しぇつる 窮屈 ゆとりがない 狭苦しい

しぇど しぇどぐち 古語【背戸 背戸口】 裏口《日ポ》

しぇどうぇ 背戸家に 《御領》

しぇともん【瀬戸物】 瀬戸焼 陶器《京》

しぇとや しぇどわ 古語【背戸家】 裏家 裏にある家

しぇどやかぜ〈背戸家風〉 家並の狭い路地から吹く風

…しぇな …ので …だから 「行くっしぇな」

しぇなおれん しぇにゃおれん せずには居れない

しぇなか【背中】back
しぇなきゃー しぇなけー【背中に】

しぇなん しぇにゃん しぇにゃいかん せんばん しなければならない すべきだ

しぇなんか しぇにゃんか しなければならないのか

しぇなんばい しぇにゃんばい しなければならないよ

しぇにゃ しぇんと しぇんなら しぇんば しなければ

しぇにゃーもたん しぇんナもたん 銭は持たない お金はない



じぇにゃもたでんおって 金も持っていないのに

しぇばか しぇびゃー しぇべー 古語【狭し】 狭い narrow
しぇばくるしか しぇまくるしい《京》【狭苦しい】

しぇばしゃー しぇばしぇー 狭いので 狭そうに

しぇばむる【狭める】 規模を小さくする 細める

しぇび【蝉】 セミ科の昆虫 《京》

しぇびゃーもん しぇべーもん しぇめーもん 狭いな

しぇびらかす(近世語) からかう 冷やかす《京》

しぇびる（近世語） しぇぶる 責め取る せがむ ねだる

しぇびんな ねだるな 欲しがるな

しぇぶらかすな からかうな 冷やかすな

しぇぶらきゃーて しぇぶらけーて からかって 冷やかして

しぇぼ【歳暮】 年の瀬の贈答品（長音短呼）

しぇぼうい しぇぼうして しぇぼうて 狭くて 狭いので

しぇぼうしなる しぇぼうなる せぼなる 狭くなる

しぇまち【畝町】 田圃や畑の広さ 水田面積 耕地の区画

しぇまちなりンわるか 田畑の形状が悪い

しぇみゃー しぇめー 古語【狭し】 狭い narrow
しぇむる 攻める attack ②責める《久玉》

しぇめきあう 競い合う 張り合う

しぇめく 古語【鬩ぐ】quarrel 恨む ②責め立てる
せめ

しぇめく 息遣いが悪く喉が苦しい 《高浜》

しぇめて) できれば 最低でも《京》

しぇもうしなる しぇもうなる しぇもなる 狭くなる

しぇらいた しぇらった した 「病気しぇらいた」

しぇらした された なさった

しぇらす しぇらる らしぇるる される なさる

しぇらすと しぇらっと なさるのだ

しぇらすど なさるはずだ 「当選しぇらすど」

しぇらすりーろ しぇらっしーろ なさるだろうか

しぇらっさん なさらない

しぇらっと するのだ 「結婚しぇらっと」

しぇらっど するはずだ

しぇられん 出来ない しない なさらない《島子 久玉》

しぇり【競り】 競り合う 競争する ②競り売りする

しぇりあう しぇりぐら 古語【競り合う】 力や技を競い合う

しぇれ しぇろ 古語【せよ】 しなさい

しぇれば しぇろば すれば したら

しぇればー しぇろばー したらどうか してはどうだろう

しぇろ しぇろい …ぞ …な …ね 古語【せよ】 しなさい



しぇろ しぇろな しなさい

しぇろばせろ するならしてみろ

しぇろよかったー しぇろよかもね すればよいのに

しぇわえーて しぇわやーて 心配して 気を揉んで

しぇわしか しぇわしなか 古語【忙し】 忙しい 余裕が無い
せは いそが

しぇわなし 世話無 安心 relief 大丈夫 sure《日ポ》
しぇわやく 心配する 気を揉む ②世話係

しぇわらし しぇわらしか 五月蠅い 煩い troublesome 騒がしい 喧しい
う る さ うるさ

②面倒だ

しぇわンなる しぇゑゃーなる しぇゑーなる お世話になる

しぇゑーなりやして しぇゑゃー お世話になりまして

しぇゑーなる しぇゑゃーなる 世話になる

しぇん しない やらない 「勉強しぇん 」

しぇん【繊】 芋類や豆類などの繊維質 澱粉質

じぇん 古語【銭】money お金 貨幣
ぜに

…しぇん …せんか …ので …から 「来るしぇん」

しぇんか しぇんかな んしぇばんぞ しなさいよ

しぇんか《京》 しぇんかいた …かな …かのー …かん しませんか

しぇんがー しぇんとん しないが しないようだが

じぇんかせぎ【銭稼ぎ】 働いて金を稼ぐ

じぇんがたーある じぇんがつ 価格相応の価値がある value
しぇんかった しぇんじゃった しなかった

じぇんがなー しませんよ する筈がないよ

じぇんかねンこたいうな ケチなことを言うな

しぇんがまし しぇんがよか しないほうが得策

しぇんかもしれん しぇんかんしれん しないかも分からない

しぇんから しぇんかり しぇんかる 先から 先程から

しぇんからから 先から 先刻から 先程から

しぇんき 古語【疝気】 漢方 腸や腰の病 尿管閉塞症

しぇんきもち〈疝気持ち〉 腸や腰痛の病人

しぇんきゃー しぇんけー しぇんねー しぇんやー しないか

しぇんきゅう《日ポ》 しぇんきゅうづら 痘痕 疱瘡の跡
あ ば た

しぇんぎり)〈切干大根〉《京》

しぇんぎりゃ しぇんぎんにゃ しぇんとなろ しないなら

じぇんくうとる じぇんくとる 費用が掛かっている

しぇんぐり 古語【先繰り】 順番に 次第に《京》

しぇんけな …せな しないから《佐伊津》

しぇんけん …せん …せんか …でか …でん しないから

しぇんごし 千替え(漁獲の単位)の大漁 大漁《牛深 苓北》

じぇんこそなかばってくちゃいく 金は無いが食べていける



しぇんごたでけん しないわけにはいかない

しぇんこつ しぇんこっぞ しないことが得策

しぇんごつせろ しぇんごてせんば しないようにしなさい

しぇんこつにゃ しぇんこてにゃ しないことには

じぇんざい 古語【善哉】 善哉餅の略《京》

しぇんさく 古語【詮索】 細かい事を捜し出して調べる
せんさく

しぇんじゃー しぇんぞー しぇんびゃー しないよ

しぇんじゃっかい しぇんたー しぇんもね しないじゃないか

しぇんじゃった しぇんだった しなかった

じぇんじょうもん【禅定門】 熱心な仏道信者 ②戒名の位

じぇんずいえ じんずうえ【銭費え】 無駄金
ぜに

しぇんずく しぇんまま しないままに 長い間しないで

しぇんずり 自慰 masturbation 手淫 《ドイツ語》Onanie
しぇんじぇー しないよ《佐伊津》

しぇんしぇん 決してしない ②しては駄目だゾ

じぇんじぇん【全然】 全く 全て

じぇんじぇん【銭】 お金（幼児語）

しぇんせんじゃん しぇんせんたー しないからですよ

しぇんぞがえり【先祖帰り】 隔世遺伝 祖父母似 ②種帰り

じぇんだかもん〈銭高物〉 高価な物

しぇんだって【先達て】 先頃 先般 先日《京》

じぇんだて〈銭立て〉 現金を用立てる 現金で支払う

しぇんたてーしとる しないことに(主義)している

しぇんちあろかい しぇんちあろきゃー しぇんちあろけー しない訳にはいかないよ

しぇんちゃ しぇんでちゃ しないでいても しなくても

しぇんちな しぇんちや …な …やー しないと言うのか

しぇんちゃい しぇんちゃいろ しないのだろうか

しぇんちゃかー しぇんちゃかいや しないのではないですか

しぇんちゃっで しぇんとじゃっで しないのだから

しぇんちゃっとん しぇんとじゃっとん しないのだが

しぇんちゃよか しぇんでちゃよか しなくても良い

しぇんちゃよかてー しぇんちゃよかとに しなくても良いのに

んしぇちゃもね しぇんとじゃもね しないのだもの

しぇんちゃろう しぇんちゃろもん しないのでしょう

しぇんちゃろかい しぇんとじゃいろ …じゃろかい しないのだろうか

しぇんちゃろでー しぇんちゃろばって しぇんちゃろばってん しないのだろうけど

しぇんちゃん しぇんとじゃん しないのだよ

しぇんでいっちょけ しないで放置しなさい 関係するな

しぇんでええ しぇんでよか しぇんでんよか しなくても良い

しぇんでかじゃん しぇんでじゃん しないからだよ



しぇんてな …ね …やー しないと言うのか

しぇんでもともと しなければ始まらない ②し甲斐がある

しぇんでにゃ しない訳には しないでは

しぇんときゃー しぇんとけー しぇんとねー しないのか

じぇんとっどん〈銭取り〉 集金人
ぜに

しぇんと …がー …ぞ …ばえ …よ しないのだよ

しぇんとー しぇんとかい …きゃ …け …な …ね …や しないのか

しぇんどー しぇんとじゃろう しないはずだ

しぇんどが しぇんもね しないではないか

しぇんとがー …ぞー …ばえ …べー しないよ

しぇんどかい しないだろうか

しぇんとぎりゃ しぇんとしゃが せんとなろ しないのならば

しぇんとじゃっとん しぇんとん しないが

しぇんとたー しぇんとばい しないのだな

しぇんどだー しないだろうよ

しぇんとちー しないのだそうだ《本町》

しぇんとちゅう しぇんとちゅうかい しないだろうか

しぇんとてー しないのに《鬼池》

しぇんとなるばって しぇんとなるばってん しないのだけど

しぇんとなろー しぇんとなろば しないのであれば

しぇんともとった しぇんどもとった しないと思っていた

しぇんどもん しないでしょう ②しませんか

しぇんな おれん しないではおれない

しぇんならん 《京》 しぇんばならん しなければならない

じぇんにあかせて【銭に飽かす】 金を充分に注ぎ込んで

しぇんば【千歯】 脱穀用農具

しぇんば しなければ 「さっさせんば」

しぇんばい しぇんばいた しぇんばえ しぇんびゃー

しぇんべー しぇんわい しないよ

しぇんばいかん …でけん …つまらん しなければならない

しぇんばえ しぇんべー しないよ

しぇんばせんちゃよか …ちゃでんよか 無理にしないでも良い

しぇんばせんもん しないにも程がある

じぇんばたらき〈銭働き〉 銭稼ぎ 金銭収入

しぇんばつまらん しぇんばん しなければいけない

しぇんばどい しぇんばどうい しないわけにはいかない

しぇんばなん したくありません しません

しぇんばよかて しぇんばよかとに しなくて良いのに

じぇんばりゃー〈銭払い〉 金銭の支払い

しぇんばんたい しなくてはならないね すべきだろうね



しぇんばんちゃって しぇんばんとばって すべきだけど

しぇんばんで しなければならないから

しぇんぶ しぇんぼ【蜻蛉】 蜻蛉 dragonfly
と ん ぼ せいれい

じぇんぶ ぜーんぶ【全部】all 全て 悉 く 残らず
ことごと

しぇんぶり【千振】 リンドウ科の二年草 薬草（胃腸薬）
センブリ

しぇんぺーぶとん【煎餅蒲団】 粗末で薄い蒲団

しぇんぺりわた 古語【 腸 】 内臓 臓綿
はらわた ぞうわた

じぇんもうけ〈銭儲け〉 金儲け

じぇんもたず〈銭持たず〉 無銭 貧乏人

じぇんもち じぇんもちどん 金持ち rich man
しぇんもなーおらん せんもんなおらん しない者は居ない

しぇんもね しないじゃないか

しぇんもん しないよ しなかったよ

じぇんもん …どん【禅門】 仏門に入った在家の男子 ②乞食

しぇんもんじゃっで しないものだから

…しぇんや …から …ので 「来るせんや」《二江》

しぇんわけいかん しない訳にはいかない

しお【潮】tide しおとき《日ポ》 しおどき【潮時】 海水 満潮 ②頃合い 時期

③発情期

しおあい 古語【潮合ひ】 潮時 chance 程合い

しおあまか しおあみゃー 塩分が少ない

しおあんびゃー しおあんべー 塩加減 味の濃淡 程合い

しおかるか しおがるか【塩辛い】salty 塩分が多い しょっぱい

しおき 古語【仕置】 お仕置 成敗 judgment こらしめ

しおき 蓄財 saving 残し財産 業績 achievement
しおけ【塩気】 塩分 ②酒の肴 茶請け おかず

しおたらん 《ハンガリー語》sÓ taran 塩気が足りない

しおたるる しぉたるる 古語【潮垂る】 潮解する 湿ける
しほ た

しおちゅうび【塩調味】 塩加減 味の濃淡

しおはいか 古語【鹹映ゆし】 塩分が多い 塩っぱい 塩辛い《日ポ》
し お は

しおはゆーい しおはゆーして 古語【塩鹹し 塩映し】 塩辛くて
はゆ

しおらしか しをらしか 古語【萎らし】 健気だ 控え目 慎み深い 奥ゆかしい
しを け な げ

可憐 容姿がしなやか

しおる しよる している 「しごっしよる」仕事している

しおるる 古語【萎る】 萎れる wither なえてしぼむ 気抜け
しを

しおれとる 元気がない 気力喪失 「花ンしおれとる」

しおま しおンま 潮合 干潮の間

しおん【四恩】 「天地(三宝)・国王・父母・衆生の恩」

…しか …だけ …ばかり 「こがしこしかなか」

しかーた しかーつ しかーと しかた しかと【確とは】 詳しくは 大して



それ程 さほど 碌に《日ポ》

じかい【自戒】 禅宗檀信徒が寺に篭って行う修行の一種

しかかり【為掛り】 仕事し始め

しかかる 仕事を始める し始める 働き掛ける ②挑発する

しかくる【仕掛ける】 小便などをひっ掛ける ②挑戦する

しかけ【仕掛け】 仕事の途中 ②絡繰り 罠を掛ける

じがじがする 皮膚がちくちくする

しかせ しかせわら 家畜の敷き藁

しかっか【四角】 方形 square
じがつく 皮膚がちくちくする

しかと【確と】 確かに 詳しく しっかりと

しかとむなか しかともなか しかとンなか 他愛無い 取るに足りない

大した事ではない

しかぶる 下痢する 小便を漏らす 粗相する

しがみつく 縋る すがりつく しっかり抱きつく
すが

しがむ【屈む】bend しゃがむ 《大道》

しかむる しがむる【顰める】 眉間に皺を寄せる《日ポ》
しか しわ

しかめづら しかめっつら 皺を寄せた顔面 泣き顔

しかやす【仕返す】 やり返す 復讐する revenge
しからし しからしか 煩い troublesome ②面倒だ trouble
しかるべき 当然の それ相応の

しかるる しかれる 轢かれる 下敷きになる ②牛耳られる
ひ

しかんに【確かに】 確実に 一心に ②間違い無く

じがんノする【地寒】 底冷えがする

しかんばな 古語【止観花】 葬儀で霊前に供える造花

じき じきー 古語【直】soon 直ぐに 即刻 at once
ぢき

じきーなる 滋養が付く ②力が湧く

じきがん【直燗】 酒を燗瓶に入れないで直接薬缶で燗をする

じきたくり じきたり【直に】direct 直接 間に何も入れず

しきたり【仕来り】convention 慣習 慣例 昔からの慣わし
し きた

しきみず【敷き水】 湯灌の洗い水
ゆ か ん

…しきゃ …しか …だけ …ばかり 「がたしきゃなか」

しぎゃーンなか しげーノなか しげーンなか 遣り甲斐がない

じきやり【直に】direct 直ぐ 直接 ②即座に

しきらん しはえん しやえん することが出来ない

しきりー 古語【頻り】 頻りに 頻繁に often
しきる〈為得る〉 出来る

し

しきる 古語【仕切る】 区画する 仕事を切り回す 決着を付ける

じくーか じくか【利口だ】 賢い 〔り〕の転音

じくーしとれ じこしとれ 利口にしてろ 大人しくしてろ



しくうどる 古語【仕込む】 訓練して教え込む 躾る

しくさる しはたす しやがる 〔する〕の卑語《京》

じくじく 傷の痛み ②水分が多い様

じくもん じこもん 利口者 賢い人 〔り〕の転音

しくる しける【時化る】《京》 天候が悪い 風雨がある

しくろ しくろう 古語【宿 老】 年功者 経験者 先輩
しゅくらう

しけ【時化】 風雨で海が荒れる《京》

じげ 古語【地下】 在所 地元

しけてる しけとる 海が荒れている ②覇気がない《日ポ・京》

しげらかす〈茂る 繁る〉 散乱する 散らす scatter
しけんご 片足跳び 《大道 牛深》

じけんなか【料 簡無い】 恥ずかしい みっともない《有明》
りょうけん

じげンもん 古語【地下人】 生まれ在所で育った者 地元の人

しこ しこう【姿格好】 外観 見かけ 体裁 「しこン悪か」

しこ《京》 しこう 身支度 dress 着飾る 準備 「直しこする」
じき

…しこ 古語【しき】…程 …だけ …ばかり 数量 「ぎゃしこ」

じご 尻 hip 臀部 後部 ②内蔵 ③最後

じこうか じこか【利口だ】 賢い clever 〔り〕の転音
しこうする しこすい《牛深》 身支度する 準備する

しこうせんば しこせんば 支度しなければ 準備しないと

しこうだおれ しこだおれ 見かけ倒し 腰砕け 虚勢張り

しこうみろ 不様を見ろ 無様な格好を見ろ

じこうもん じこもん《京》【利口者】 〔り〕の転音

しこうやって しこやって 格好つけて 体裁ぶって なりきって

しこうンよか しこンよか 姿格好が良い 見栄えがよい

じごえ【地声】natural voice 生まれつきの声

しごき 腰紐 和装用の紐

しごく 挟んで引き抜く ②厳しく鍛える

しこくれ 変形した物 歪んだ物

しこじーて しこぶって 威張って 格好つけて 強がって 偉そうに 体裁ぶって

しこずく 威張る 虚勢を張る 格好つける 強がる 気取る 体裁振る

しこたま 大量に《京》 しこてこ 酷く 大層 very 非常に
ひど

しごつ しごっ【仕事】 work 職業 働き

しごつぎ しごとぎー【仕事着】working wear 作業着

しごっする 仕事をする 作業する 働く

しこっちょ 形式張り 格好や体裁に拘る 外観を気にする

しこって 《日ポ》しこばって 威張って 強がって 偉そうに 勢いづいて 気取る

しこっとる【痼る】 威張る 強がる 勢いづく ②筋肉が堅くなる 凝る 勃起
しこ こ

しこてこ 酷く 大層 very 非常に
ひど

しこな 古語【醜名】 仇名 nickname 力士の呼び名



しこなさん 為熟なさん 処理できない

しこなす 近世語【為熟す】 処理する 仕事を仕上げる

しこなンわるか しこにゃンわるか【姿格好】 見映えが悪い

じごぬぐい 後始末 settlement ②後見人 他人の不始末を補う

しこばる しこぶる 威張る 虚勢を張る 見栄を張る 強がる 気取る

しこぶり 姿格好を良く見せようとする 見栄張り 虚勢張り 強がり

しこまえ 格好 形振り state 外観 体裁
な り ふ

しこむ【仕込む】 訓練する 躾る ②容器に材料を入れ込む

しこり【痼】 筋肉がこって堅くなる ②わだかまり

しこる【痼る】 威張る 虚勢を張る ②筋肉が堅くなる ③勃起する erection 《京》
しこ

ジゴロ 《フランス語》gigolo 女に養われている男 ひも

じごろう じごろ その土地の出身者 土着者

じごンす じごンすー 肛門 anus 尻の穴

じさま じさん お爺さん grandfather 《京・御所浦》
じじ 魚（幼児語）

しじつ《京》 しりつ【手術】 オペ operation
じじゃー じだ《京》 じでゃー 地面 ground 大地の表面

じじゃーかぎ じだかぎ【自在鉤】 炉上に鍋などを吊す鉤

しじゃーた しでゃーた 仕上げる事が出来た し終えた

しじゅう【終始】alway 何時でも 常時 always
じしょ【地所】land 敷地 所有地 土地 soil
しそくなう しそこなう し損じる し損ねる 失敗する

しそくにゃー しそくねー し損じ 失敗 failure
しそくのうた しそこのうた し損じた 失敗した

じだ《京》 じでゃー 地面 ground 大地の表面

しだいたりゃ し出したら し始めたら《牛深》

したいちり したまんま したまま しただけ

したいど したいどん したけれど《牛深》

したいどもん しただろう《牛深》

したいや？ したつや？ したとや？ したんね？ したのか

したがー したぞー したばえ したもね したではないか

したかい …かいた …きゃー …けー …なー …ねー …やー したのか

じだかぎ じだかぐ【自在鉤】 炉上に鍋などを吊す鉤

したがさいご したからには したりしたら

したがたなか したきゃーはなか した甲斐がない

したかふんじゃーに したかふんでーに したい放題に

したがや したではないか 《牛深》

したけん したしぇ(せ)ん したで したでか したから

したこたしたばってん するにはしたが 一応したが

したこたなか したこつなか したこンなか したことが無い
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したことが 古語【したことが】 …ともあろう者が

したさね したさん してー 下の方へ 下へ

したしぇな したっしぇな したから したので《佐伊津》

したしこ したぶん しただけ した分量

したした 食材がやっと水に浸る程度 浸す物と同量の水位

じたじた じゅたじゅた 水浸しの状態

したじゃっか したじゃっきゃ したじゃっけ したたー

…したじゃったっちゃ したっちゃ …しても

したもね したではないか

しだす 仕上げられる し始める する時間が有る

したたか 古語【したたか】 酷く ②強く 甚だしく
ひど

したたかもん〈強か者〉 手強い相手 豪傑 ②曲者
したた くせもの

しただご〈舌団子〉 小麦粉で作った舌状の薄い団子

したつ したと したのだ

したつか …かい …きゃー …けー …なー …ねー …やー

したっか …かい …きゃー …けー …なー …ねー …やー したのか

済ませたか

したっがー したっぞー したもね したではないか

したっさい したっさね したのだよ

したっじゃい したっじゃいろ したりーろ したのだろうか

したっじゃかー したのじゃないですか

したっじゃっかい したっじゃっきゃー したっじゃっけー

したっじゃん したっじゃもん したった したったな したのだよ

したっじゃっとん したっじゃばって したのだが

したっじゃば したっじゃるば したのだけど《下浦 新和》

したっじゃもね したっじゃもん したのだもの

したっじゃろう したっどう したっどが したっどもん

したろもん しただろう

したっじゃろかい したっちゅかい したのだろうか

したっぞうな したのですよ したのだ《新和》

したったい したつな したとな したんな したのか

したっちゃ したてちゃ しても(無駄だ) したからと言って

したっちな したちねー したっちや したのだね

したっちゅうた したってたい したのだそうだ

したっどかい したろかい したろかにゃ しただろうか

したっどだ したろだ しただろうよ

したっばえ したっばな したっべ したっぼ したのだよ

したっばしんごて した訳でもないのに

したっばって したばって したけれど

じだっぱら じだっぱり 地面 ground 大地の表面 地べた



したつよ したとよ したのだよ

したてー したとこれー したとにー したのに

…したで …したでか …したので

したとー したとな したとね したとや したのか

したとてー したのに 《鬼池》

したともとった したどもとった したと思っていた

したともとれば したどもとれば したと思っていたのに

したとん したばって したのだが

したな したね したや したんな したんね しましたか

したばいた したよ しましたよ

したばえ したばよ したわい したぞ したよ

したばたらき【下働き】 人に使えて働く ②炊事人

したばっか したばっかし したばっかり して間がない

したばって したばってん したけれど

したばりゃー したばれー【下払い】 森林の下草刈り

したむる 古語【壻む 漉む 釃む】 滴を切る 滴らす
した した した しずく したた

したもね したろが したではないか

したもねーろ した方が良いだろうか するべきか

したもんじゃっで したものだから

したらん しだらん やり足りない もっとやりたい

したりなしたり したンなしたり したりなどして

したりゃ したところが

したろうが したろが しつろうが しつろが しただろう

したろば しつろう しつろうば したならば

したろもん？ したのでしょう？

したんな？ したんね？ したのでしょう？

…したんなしたり …したりなどして

したんなるば したんなるばっ したのだけど《下浦 栖本》

したんなろ したんなろば したのならば

しち… 接頭語 「しち諄か」
くど

しちくどい《京》 しちくどか【諄い】 しつこい
くど

しちこんじょンわるか 根性が悪い 性悪

しちみたむなか 古語【見とむない 見とうもない】 見たくもない 見っともない

しちめんどくさか 古語【七面倒】 煩わしい 面倒臭い

しちゃー してー【下に】 足元に 床に 地べたに

しちゃーいかん …ならん してにゃー… してはいけない

しちゃーおらんど しちゃおるみゃー してはいないだろう

しちゃーおれん してにゃーおれん してはおれない

しちゃーなんばって しては悪いけど してはまずいが

しちゃーみゅうだ してにゃーみゅうだ 試みてみましょう



しちゃかちゃ しちゃくゎちゃ しっちゃかめっちゃか 無茶苦茶 混乱

しちょった しとった しよった していた

しちょる しとらる しとる しよる している

しっか 古語【確と】 確かに とても

しっかええ しっかよか とても良い

しっかと しっから 古語【確と】surely しっかり《京》

じっかり じっくゎり 道の水溜り ぬかるみ

しっかりしとる 目敏い 気が利いている

しっきゃ【悉皆】 しっきら しっきりゃ 全部 all 残さず
シック 《フランス語》chic お洒落で上品

し ゃ れ

しっくり ぴったり 他とうまく調和する 気持ちが合う

じっくり とくと とっくり 落ち着いて

じっくり じゅっくり ひどく濡れる びっしょり

しつくる 躾る 礼儀作法などを身に付けさせる 指導 guidance
しっくゎらくゎ 締まりがない人《新和 牛深》

しっけいする【失敬】 金品を不当に私する くすねる 横取り

しっけいな【失敬】 敬意を失したり無礼な相手にいうことば

しつけとらん【躾】 躾ていない

しっけとる しとる 湿っ気ている 水分を含んでいる

しっけんぎょ しっけんご 片足跳び

しつこか しつっこか くどい 執念深い ②味や色が濃い

じっこん【入魂 昵懇】 懇意の間柄 親しい 心易い

しったこつか しったこっじゃか 知ったことか

しったかぶり しったふり 知った振り 生噛り《日ポ》

じったんぼ じゅったんぼ 水溜り ぬかるみ

しっちゃいけた 落ちた《牛深》

しっちゃおらっそうばって しっとんなすどばって ご存じでしょうが

しっちゃかめっちゃか 無茶苦茶 混乱 散乱

しっちょる しっとる 知っている ②解かっている

しっつく くっつく 〔く〕の転音《牛深》

じってーか じってらしか 大人しい ②静かだ ③着実だ

じってーに じってらーと 大人しく じっとして 静かに

しってかすい 教えてやる 《牛深》

しってばしおりーろ 知っているのか

しってんぎょ しってんご 片足跳び

しっとい 知っている ②解かっている《牛深》

しっとっとー しっとんなー しっとんねー 知っているのか

しっとらす しっとんなる《京》 ご存じである

しっとらすどかい しっとんなすどかい ご存知だろうか

しっとらっさんどかい しっとんなっせんどかい ご存じありませんか



しっとらっしーろ しっとんなっしーろ ご存知でしょうか

しっとらっそうば しっとんなっせば ご存知ならば

しっとらりーろ しっとりーろ 知っているだろうか

しっとるかい しっとるきゃー しっとるけー

しっとるなー しっとるねー 知っているか

しっとろばって 知っているだろうけど

しっとんなすか しっとんなはりましたか ご存じですか

じっぱか【立派だ】 〔り〕の転音

しっぺがえし 古語【竹箆】 すぐさま仕返しする《日ポ》
し っ ぺ

シッポク 古語【卓袱】 中国式食卓 ②卓袱料理《京》

しっぽらーっと しっとりと濡れて 男女の細やかな情愛

しっぽり しっとりと 落ち着いて潤いがある《京》

しづらか【為辛い】 しづりゃー し難い 遣りにくい
し

…して …くて 「高こうして 眠うして」

じで じでー 地面 ground 大地の表面 地べた

してー【人に】 「してーさする」 人にやらせる

してー【下に】 足元に 床に 地べたに《佐伊津 五和》

してー うする 人の責任にする 責任転嫁する

してーえーとる してーゑーとる 下に置いている

しでーた 仕上げる事が出来た し終えた《佐伊津 五和》

してーろ してん してんか してんど してみろ

してあげもそう してやりもそう して差し上げましょう

してえーた しとった して置いた

してえーて してゑーて してかり してかる してから

してぅゑっ してゑっか してゑ しておいて《下浦》

…してかい …してから《牛深》

じでかぎ【自在鉤】 炉上に鍋などを吊す鉤

してくだっせ してくだっせんか してはいよ して下さい

してくっどな して下さい《下浦 栖本 倉岳》

してくるる してくれる してやる 代わりにする

してくれ してくれい してくれろい してくれよ

してさい してさな してさね してですね

してしまいなはる してしまわす し終えられる

してしまう しやぐる し終える 仕上げる

してどんみろ したら承知しないゾ したりしてみろ

してにゃーみやっしゅう 試みてみましょう

してにゃーみるもんぞ してみるべきだ 経験すべきだ

してまする 上代敬語【為て座する】 して差し上げる
ま

してませろ【為て座せろ】 して差し上げなさい
ま

してみさ してみさい してみささな してみされ してご覧
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してみったな してみるといいよ 試みてご覧

してみなっせ してご覧 試みて下さい

してみにゃん してみんばん 試みてみようか

してみやっしゅうかい してみましょうか 試みましょうか

してみゅうい してみゅうだ してみゅうかい してみようか

してみろい してみんか してみんな してみんね してみないか

じでゃー 地面 ground 大地の表面 地べた

してやったり うまくやり込めた ②うまく騙した

してやられた うまく企みに嵌った ②まんまとだまされた

してやれい してやれな してやれね してやれよ

しでりくさか しでりくそか しでろくそか 大雑把 粗雑 いい加減 不器用

不精 ぐうたら だらしない

してんか してんど してご覧

しと 湿気 damp 水分 「しとうつ」水分を含ませる

しといき しとしきり 一息 一仕切 一段落 小休止

しといけん しているから 《苓北》

しといた《京》 しとった して置いた

しとうなか しゅうごたなか しゅうごつなか したくない

しとえ しとンえ【人の家】 〔ひ〕の転音

しとえんと しとンえんと 人の家の所有物 〔ひ〕の転音

しとかした しておかれた 仕上げられた

しとかす (予め)為て置かれる 仕上げておく

しとかにゃん しとかんばん 仕上げて置かないといけない

しとかんか しとけ しておけ 仕上げて置きなさい

しとき しとぎ 古語【粢】 神前に供える米粉の団子 餅の原型
しとぎ

しときなっせ しとんなっせ しておいて下さい

しとく しておく 仕上げておく

しとくけん しとくて しとくで 仕上げておくから

…しとけ …しておけ

しとけンなか【人気】 人のいる気配がない 〔ひ〕の転音

しとこ《京》 しとこい しとこうだ しとこうだな

しとこーや しとこうだ しとこうわい しておこうよ

しとごつ【人事】 自分に無関係なこと 〔ひ〕の転音

しとごっじゃか 他人事ではない

しとしじゃー しとしでー【人次第】 人の言いなり

しとしじゃーか 人を差別した態度 〔ひ〕の転音

しとしと しとんしとん 雨が静かに降る しっとり降る雨

じとじと 湿気が多い ②梅雨

しとしらきゃーて しとしらけーて 人を小馬鹿にして

しとすかさん【人賺す】人を瞞す 悪事を企む 〔ひ〕の転音

http://www.amakusa1.com/hogen/voice/sikoe/j.wav


しとぢかか しとぢきゃー【人近い】 人付き合いが良い

しとちぎゃ― しとちげー【人違い】 〔ひ〕の転音

しとっぞー しとるがー しとるばえ しとるもね してるよ

しとった 湿気た 水分を吸収した

しとった《京》 しとったつ していた

しとっちゃっとん しているのだが

しとっちゃもね しとっちゃもン しているのだもの

しとっちゃろう しとっとじゃろう しとっどもん しているのだろう

しとっちゃん しています しているのだ しているのです

しとってくれ してゑーてくれ しておいて下さい

しとっと している処だ 済ませているのだ

しとっとが しとっとぞ しとっとん しているが

しとっとる 湿気ている damp
しとで【人手】 人足 労働力 〔ひ〕の転音

しとどうか〈人遠い〉 内向的な人 〔ひ〕の転音

しとね【褥】mattress 敷き布団 敷物 座布団
しとね

しとばきゃーする しとばけーする 人を軽蔑する

しとばりゃー【人払い】 密談のため人を遠ざける

しとびゃーづく しとべーづく 人前で気を引いてはしゃぐ

しとみしり【人見知り】初対面の人にはにかむ 〔ひ〕の転音

しとむる【仕留める】 射止める 射殺する 手に入れる

しとらいた しとらった していた

しとらした《京》 しとんなした しとんなった していらっしゃった

しとらじゃね しとらじゃま している筈だよ

しとらす しとんなす しとんなる《京》 していらっしゃる

しとらすとこれ しとらっとこれ しているのに

しとらっさん しとんなはらん していらっしゃらない

しとらにゃん しとらんばん 仕上げて置かないといけない

しとられん しとれん していられない

しとらる しとる《京》 しよらる している

しとらん《京》 していない やっていない

しとらんけん しとらんせん していないから

しとらんどもん しとるみゃーもん していないだろうね

しとらんもね していないじゃないか

しとりますと しとりやすと しているのです

しとる している 仕上げている

しとる【湿る】moisten 湿気る

しとるがる しているような《牛深》

しとる(しぇ)せな しているから しているので《佐伊津》

しとるみゃー しとるめー していないだろう



…しとれ …しておれ

しとれん していられない 「朝寝しとれん」

しどろもどろ 話の辻褄が合わない 酷く乱れる《日ポ》

しとんと 人の物 他人の所有物

しとんな しとんなえ しとんなぞ し続けるな 続行するな

しとんなっせ しておいて下さい なさっておいて下さい

…しな …の途中 「戻りしな」戻る途中

しないた しなった 死んだ お亡くなりになった

しなおさいた しなわさいた 為直した やり直した

しなおさした しなさした しなわさした 為直された

しなさった しなした しなはった《京》 為なさった

しなさんな しなすな しなはんな なさいますな

しなして しなはって なさって なさいまして

しなしな しなやかになる しぼむ

しなす 古語【為成す】 なさる 他人がする ②作り上げる
し

しなすか しなすかなん しなはるか なさいますか

しなすな しなさんな しなはんな《京》 なさいますな

しなだるる 古語【撓垂る】 撓垂れる 甘えて寄り掛かる
しな だ

しなっせ しなはりまっせ 古語【為成す】 なさいませ

しなっせん しなはらん なさらない

しなっせんか しなはらんか なさいませんか

しなって なってしまって

しなっとき しなはっとき なさる時

しなはる しなる しんしゃる《京》 古語【為成す】 他人がなさる

しなぶる しなべる《京》【萎びる】wither 生気が無く萎む
しぼ

しなべた【萎びた】 萎びた 《京》

しなる 古語【撓ぶ】 撓む bend しなやかに曲がる
しな たわ

しなるう 古語【為習ふ】 し慣れる 仕方を習う
し

しなるえ 古語【為習へ】 仕方を覚えろ
し

しなれとる 仕事に熟達している

しなわきゃーた しなわけーた しなゑーた しなゑゃーた し直した

しなわす【為直す】 遣り直す
し

しにがね 古語【死に金】dead capital 無駄金
しにかぶる しんかぶる 死ぬほどきつい ひどく疲れる

しにくぃーもん 難いものだ 遣り難い

しにくしゃ 為難さに やりにくさに 躾にくさに
し

しにっか【為難い】 為辛い やりにくい
し

しにめ【死に目】 臨終 末期 死に際 一生の終わり

しにめーおうた しぬめーおうた 死ぬほど酷いめにあった

しにめにあわん 臨終に間に合わない



しにゃーた しねーた《佐伊津 五和》 してしまった

しにゃーて しねーて してしまって

しぬる しん【死ぬ】die 死亡する 死去する 果てる

じねんじょ 古語【自然藷】 山芋
じ ね んじょ

しのう【収納】 収蔵する 収穫する 穀物を脱穀する

しのうごや しのごや【収納小屋】 穀物の収蔵小屋

しのごの とやかく言う つべこべ あれこれ言う

しのつく【篠突く】 雨が激しく降る

しのぶる しのべる 古語【忍ぶ】 包み隠す 始末する 片付ける ②食事を済ます

しのべろ 古語【忍べ】 包み隠せ 片付けろ 整理しろ

じのもん【地の者】 在住者

しば【柴】 小さな雑木、焚き木にする枝、枯れ枝 粗朶
そ だ

しばえ 南東風 《大江》

しばごや【柴小屋】 薪や焚き木を蓄える小屋

しばしば 頻繁に ひっきりなし 「しばしば見掛くる」

しはたす しやがる 〔する〕の卑語

しばたく しばたたく 古語【瞬く】wink 瞬く《日ポ》
まばた またた

しばっつく すがり付く 抱き付く

しばっつくる 縛り付ける 縛る bind ②拘束する

じばら【地腹】 持前の腹 元々大きい腹

じばら【自腹】 自分の腹 ②自分の財布 身銭

ジバン 《ポルトガル語》gibão 襦袢 肌着《京》

しびく しりびき 醤油注しなどから後引きする

しびっちーとる すがりついている 抱きついている

しびっつく 縋る cling to 抱きつく
すが

じひびきンする【地響き】 地面が揺れて鳴り響く現象

しびる じびる 失禁する 小便を漏らす ②ためらう《京》

しびるる【痲れる】 感覚が無くなる ②感激して陶酔する

しびりンきるる しびんノきるる 足が痲れて感覚が無くなる

しびん【溲瓶】 病人用の小便器《京》
しゅ

しぶうちわ【渋団扇】 柿渋を塗った団扇

しぶか【渋い】astringent 渋味がある 苦々しい ②地味 ③けち

しぶかわ 古語【渋皮】 果物の外皮の内にあるあま皮

しぶちん しみったれ けち 貧弱 思い切りが悪い

しぶてー しぶとい《京》 しぶとか 強情張り 粘り強い 執拗

しぶりしぶり 仕方なしに 嫌々で

しぶりばら しぼりばら 搾るような腹痛

しぶる【渋る】 気が進まない ためらう 嫌がる

じぶん 古語【時分】time 時間帯 頃 時期

じべた【地辺田】 地面 ground 《京》



…しまい しなければならない 役目 当番《牛深》

しまいなしたか お食事はお済みになりましたか

しまう 近世語【仕舞ふ】 終える ②収納する ③ 壊す ④食事する 《京》

③「体しまう」

…しまえ 為さねばならない役目 当番 義務 ②する順番

しまえ 片付けなさい ②食事を済ませなさい

じまえ【自前】 自弁 自腹 費用全額を自ら出す《京》

しまえきゃーた しまえた 仕舞えた 終わった 済んだ

しまおい しまおうだ 食事を済まそう 片付けよう

しまくる〈為捲る〉 やり放題にする やたらにする
し

しまっしゅい しまっしゅう しまっしょい しましょう

しまつじん しまつや 《京》 倹約家

しまつする 古語【始末】 片付ける 処理 ②倹約する《京》

しまっせん しやっせん しません やりません

しまつにおえん 始末が悪い どうしようもない

しまゆる 近世語【仕舞ひ 終ひ】 し終える 済む 最後 無くなる

しまらん 閉じない 締まらない ②だらしない

しまわかす しみゃーなす 無くしてしまう 駄目にする

しまわした し終えられた ②食事をなさった

しみー しみーもん しむか 染みて痛いものだ

しみち〈為道〉 仕方 する方法
し

しみちーた 古語【染みつく】 深く染み込む ②忘れ難い

しみったれ 貧弱 ②けち 思い切りが悪い

しみゃー しめー 近世語【仕舞ひ 終ひ】 終える end 最後 last 終了する
しみゃーいわゃー しめーいゑー 終了祝い 完了祝い

しみゃーなす しめーなす 無くしてしまう 壊す break
しみゃーより しめーより 年度末の集会

しむ 古語【染む 浸む】 色や匂いが他に移る ②心に感じる

しむか 染みて痛い ②心に痛みを感じる

しむる しめこくる しめたくる【閉める】shut 閉ざす 閉じこめる

しむる【締める】tie up 引き締める 硬く結ぶ ②節約する ③合計

しむる 古語【絞む】 絞める wring 絞首 ②鶏の首を捻って殺す

しむる 古語【占む】 占める 占有する 独占する

しめー 近世語【仕舞ひ 終ひ】 終える end 最後 last
しめし 近世語【湿し】 おむつ おしめ 大小便を受ける布《京》

しめじ【湿地】 マツタケ科の茸
シ メ ジ

じめじめ〔擬態音〕 湿気が多い ②陰気
オ ノ マ ト ペ

しめす【湿す】wet しめらかす 潤す 水分を含ませる

しもあげ【霜上げ】 霜を消す雨

しもうた 古語【仕舞ふ】 終わった ②食事を済ませた《京》



しもうた しもた【仕舞った】 済んだ ②失敗した

しもうとる 仕舞っている 食事を済ましている

しもごえ〈下肥〉 人糞肥料 《京》

しもじもンもん 目下の者 部下 follower
しもばれ しもやけ 霜腫れ 霜焼け 凍傷《京》

しもンおれとる 霜が降りている

しゃー しゃ【菜】 お数 副食物 side dish 惣菜《日ポ》
かず

しゃーえん しゃーえんばたけ【菜園】 家庭菜園

…しゃ …さに 「寒しゃ」「眠ぶしゃ」「みぞしゃ」

…じゃ …では 「嘘じゃなか」

…じゃ …なさいよ …しろよ 「せぇじゃ」しなさいよ

…じゃー …ですよ …のに 「良かっじゃー」良いのに

…じゃある …ではある 「上手じゃある」

しゃーがむり しゃりがむり【遮二無二】 無理やり 我武者羅

…しゃーが しゃが …するなら 「行くとしゃが」

しゃーく 古語【細工】 仕業 企み 格好 仕事の出来具合

じゃーこん 大根 〔だ〕の転音

しゃーしゃー【再々】 度々 再度 兼々 何時も

しゃーじゃ さざえ（貝類）〔さ〕の転音《苓北》

じゃーじゃ じゃーじゃー【 橙 】《苓北》じゃじゃ《牛深》
だいだい

じゃーじゃー 水が勢いよく流れ出る

…しゃーする …がる そうで 「かいしゃーする」

しゃーた【咲いた】〔さ〕の転音 「花ンしゃーた」

しゃーた【刺した】〔さ〕の転音 「蜂ンしゃーた」

しゃーた【指した】〔さ〕の転音 「指しゃーた」

しゃーた【注した】〔さ〕の転音 「茶しゃーた」

しゃーた【翳した】〔かざ〕の転音 「傘しゃーた」
かざ

じゃーた【出した】〔だ〕の転音 「ゴミじゃーた」

しゃーなべなっせ しゃなべ… さし伸ばして寛いで下さい

しゃーば しゃーばん しゃーびゃ しゃーま しゃーみゃ 古語【相 伴】
しょうばん

客の接待 ②お節介 口出し

しゃーら 古語【簓】 竹の先端を細く束にした物 ②毬 棘 thorn
ささら いが とげ

じゃーら じゃら【平】 平地 plain 平野 〔たいら〕の転音

しゃーらし しゃーらしか 煩い troublesome 面倒だ
うるさ

しゃーらつんにーた 棘を貫いた 棘が刺さった
とげ

じゃい じゃいがや じゃいと そうだ その通り 確かだ 本当だ《牛深》

…じゃい …じゃいろ …だか …だろうか

じゃいが じゃいがや じゃいちゃがや そうだよ《牛深》

じゃいけん じゃいしぇ(せ)ん …だから それで

じゃいしぇ(せ)な じゃしぇ(せ)な だから《佐伊津》



じゃいじゃい じゃいと そうだそうだ その通り 賛成 異議なし《牛深》

じゃいけん そうだから それ故に

じゃいちゃがや そうなのだ《牛深》

じゃいてー そうなのに …するのに 「無塩じゃいて」

じゃいで そうだから 「酒盛りじゃいで」《牛深》

じゃいと そうだ その通り 本当だ《佐伊津 牛深》

じゃいど そうだろう だけど《佐伊津》

じゃいばってん じゃるばってん そうだけど

じゃいよ じゃいろ ではあるか そうだろうか そうなのか

しやえやっせん しは(ワ)えやっせん 出来ません

しやえん しやきらん しは(ワ)えん 古語【為得ぬ】 出来ない

…しゃか …さえ …すら 「貴方しゃか良かれば」

…しゃが …しゃがにゃ …するなら 「来っとしゃが」

じゃか じゃかいよ じゃかと そうではない 違うよ 嘘だ（否定）

じゃが そうです そうだ

…じゃが …だよ きっとそうだ 「すっとじゃが」

…じゃかー じゃかいや じゃかんな じゃかんね …ではないですか

じゃがいも 穴の開いた靴下

じゃかがや 違うではないか 嘘ではないか《牛深》

じゃかごたる じゃかっどう 違うようだ

しゃかし しゃがし 古語【鷺足 下げ足】 竹馬

じゃかしぇな 違うから《佐伊津》

じゃかじゃー 違うよね

じゃかじゃか 絶対違う 嘘だ（重複強調）

じゃかじゃっか じゃかじゃっけ じゃかたー じゃかもね 違うではないか

じゃかせんや 違うから《二江》

じゃかたー じゃかてー 違うではないか 違うのに

ジャガタラいも【Jacatra】 ジャガイモ ジャカルタから渡来 potato
じゃかちさい じゃかてさい じゃかちされば 違うのだったら

じゃかちな じゃかっちや じゃかってや じゃかとー

じゃかっか じゃかっかな じゃかっきゃー じゃかっけー 違うのか

じゃかっさい …さな …されば 違うのです 違います

じゃかっじゃー じゃかっじゃん 違うよ

じゃかっじゃいろ じゃかっちゅかい そうではないだろうか

じゃかっじゃって じゃかてー じゃかとに じゃかもね 違うのに

じゃかっじゃかー 違うのではないですか

じゃかっじゃもね じゃかっじゃもん 違うのだもの

じゃかっじゃろう じゃかっどう じゃかろう 違うのでしょう

じゃかっじゃんば 違うでのだもの《牛深》

じゃかっぞう じゃかっべー 違うよ
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じゃかった 間違っていた そうではなかった 嘘だった

じゃかったっちゃ じゃかっちゃ そうでなくても

じゃかっちゃがや 違うでのだよ《牛深》

じゃかっちゅかい そうではないだろうか

じゃかっちゅた 違うそうだ 嘘だそうだ

じゃかっどー 違うでしょう

じゃかっばい …ばえ じゃかとばえ 違うのだ

じゃかっぱい じゃかっぱな じゃかっぺー《佐伊津》

じゃかっばいね じゃかとばいね 違うのだな

じゃかてー 違うのに

じゃかてさい 違うというのに

じゃかと そうではない 違うのだ 嘘だ

じゃかときにゃ じゃかときゃ 違う時は 違う場合は

じゃかとてー 違うでの《鬼池》

じゃかとに じゃかもね 違うのに

じゃかともとった 違うと思っていた

じゃかとん 違うが 間違っているが

…しゃがにゃ …なら 「行くとしゃがにゃ」

…じゃがね …ですよ …だよ 「本当じゃがね」《﨑津》

じゃかばい じゃかばえ じゃかばん じゃかべー じゃかもん じゃかよ 違うよ

じゃかはず 違うはずだ 当然違う

じゃかばって 違うけど そうではないけど

しゃがみこむ しゃがむ【屈む】 蹲む うずくまる《京》

しゃがむっでん【遮二無二】 無理矢理 どうしても

じゃかもね 違うではないか 嘘だろう

じゃかもん 違うのだ

じゃかもんじゃっで 違うものだから そうでないから

じゃがや …だよ 《牛深》 「雨じゃがや」

じゃからじゃにゃ じゃからじゃまー 違いない その通り

じゃからんば そうでなければ

じゃかりーろ じゃかろうかにゃー そうではないだろうか

しやがる 〔する〕の卑語《京》

しゃがれごえ 嗄れ声 声がかすれる
しゃが

じゃかれば そうでなければ もし違っていれば

じゃかろう じゃかろうが じゃかろもん 違うでしょう

じゃかろかい じゃかろかにゃ じゃかろうかね そうではなかろうか

じゃかろばって 違うかもしれないが 不本意だろうが

じゃかろもん 違うでしょう 違うよ

しゃかん《京》 しゃくゎん【左官】plasterer
じゃかんなー じゃかんねー 違いますか 違うのかい
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じゃかんなろ じゃかんなろば 違うのであれば

…じゃきー …じゃっき …だから …であるから

しゃきしゃき しゃきっと〔擬態音〕 しゃんと 引き締まって
オ ノ マ ト ペ

じゃきまわす【邪気】 悪気を起こす いじけた気になる

…しゃぎゃ …しゃぎゃにゃ …ならば 「来んとしゃぎゃ」

しゃく しゃっくり 横隔膜の痙攣で起きる呼気

しゃぐ 潰す crush 踏み潰す 押し潰す

しゃくぃーさわる【癪に障る】 腹が立つ

しゃくしぇん 古語【借銭】 借金 dedk 借財 loan《京》
しゃくだけ【尺竹】 定規 物差し

しゃくりあぐる 息啜りして泣く 啜り泣く 咽び泣く

しやぐる【仕上げる】 完成させる

しゃくる 手元を小刻みに揺り動かす《京》

しゃぐる 潰れる 空気が抜けて潰れる

じゃぐゎらーっと 緩く
ゆる

しゃげし しゃごあし 古語【鷺足 下げ足】竹馬《五和》

じゃけん じゃっしぇ(せ)ん じゃるしぇん そうだから

じゃけん 古語【邪険】 無慈悲 意地悪

じゃしぇ(せ)な じゃっしぇ(せ)な だから《佐伊津》

じゃしぇ(せ)ん じゃせんか だから なので

じゃじゃ【橙】《牛深・苓北》

しゃしゃくっでくる しゃしゃりずる 出しゃばる

じゃじゃんま 暴れ馬 言うことを聞かない我が儘な女《京》

じゃじゃばる 古語【じゃじゃばる】 意見を聞き入れない 我を通す

しやす しやっす します やります

しやすか しよか【為易い】
し

しやすけん しやすせん しやすて しやすで しますから

しやすと するのです します

しやすとこれ しやすとに しますのに

しやすとん するのですが しますが

しやすみゃーだ しやすめーだ やりますまい やめましょう

しゃちこばる【鯱張る】 緊張する 固くなる こわばる《京》

じゃっじゃる じゃるじゃる その通り 確かだ 正しい そうだの強調

…じゃっか …じゃっかい …じゃっかな …かね

…じゃっきゃー …じゃっけー …だよ …ではないか …しようよ

…じゃっきー じゃっけん じゃっしぇん …だから なので

しゃっきんとり 借金や売掛金の回収人

しやっしぇー しやっしゃ しよしぇ しよしゃ し易さに

じゃっじゃっ じゃっじゃる じゃるじゃる その通り That's right
じゃっじゃっか じゃっじゃっきゃー じゃっじゃっけー そうではないか



しゃっしゃる 古語【差し遣る】 差し出す 手を伸ばす

しゃっしゃれ 差し遣れ 差し出せ 手を出せ

しやっしゅい しやっしゅう しやっしゅうだ しましょう

しやっしゅうかい しやっしゅうだな しましょうか

…じゃっせな …じゃったせな …だから《佐伊津》

しやっせん 致しません しません やりません

…じゃった …であった そうだった

…じゃったけん …せん …じゃったで …であったから

…じゃったっじぇ(ぜ)ー …じゃったっじゃー …だったのだ

じゃったっちゃ じゃったてちゃ であったとしても

…じゃったてー …じゃったとこれ …だったのに

じゃったろう じゃっつろう そうだったろう

しゃっち しゃっちが しゃっちでん 古語【しゃちら三宝】 遮二無二

是が非でも 何としても

じゃっちゃが じゃっちゃっかい そうに違いない そうである

じゃっちゃかー …ちゃかいや そうじゃないかい

じゃっちゃっかい …きゃー …けー そうだよ

じゃっちゃって そうだけど 本当だけど 正しいのに

じゃっちゃっせん じゃっちゃっで そうだから

じゃっちゃっとん その筈だが 本当だが

じゃっちゃば じゃっちゃばって そうなのだけど

じゃっちゃもね じゃっちゃもん そうだもの

じゃっちゃろう じゃっちゃろかい じゃろう 本当でしょう

じゃっちゃろもん じゃっちゃもん 間違いないだろうね

じゃっちゃん じゃっちゃんねー じゃっちゃんのう そうだよね

じゃっちゅう じゃっとちゅう そうらしい

じゃっつろう そうであったろう

…じゃって …なのに …であるが 「すっちゃって」

じゃっで じゃっでか であるからして であるから だから

じゃっと 確かにそうです 相違ありません 当然 That's right
じゃっとー じゃっとなー じゃっとねー 確かですか 本当ですか

じゃっど じゃっどが じゃっどもん じゃろうもん そうでしょう

じゃっとかい …かな …きゃ …け …な …ね …や そうですか

じゃっどかい じゃろかい そうだろうか

じゃっとさい …さな …されば …ばなん その通り 然り

じゃっとじゃっと そうだの強調

じゃっとじゃん そうですよ

じゃっとたー そうですよ その通りですよ

じゃっとちー じゃるちー そうらしいよ《本町》

じゃっとちゅうた じゃっとちゅた（…と言う話だ） 本当だそうだ
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じゃっとな じゃっとね そうだね

じゃっとばい じゃっとばえ …べ …や …わい そうですよ・そうだよ

じゃっど・じゃっどが であるか 違いないだろう

じゃっどもん じゃろうもん 違いないと思うよ 本当だろう

じゃっとん だが だぞ ですが だけど だとしても

シャッポ 《フランス語》chapeau 帽子 cap hat《京》
…じゃなー …でしょうね 「負けじゃなー」《倉岳》

…じゃなかか じゃなかや じゃにゃーか ではないか

…じゃなからんば でなければ

じゃばって じゃるばって であるけど そうだけど だけど

じゃもね・じゃもん 本当だもの ではないか だろう でしょう

しゃなぶる しゃなべる さし延ばす《新和》

しゃなべなっせ 足を延ばして寛いで下さい《新和》

しゃば【娑婆】 世の中 世間 world
…じゃば じゃるば じゃるばっ そうだけど《下浦 新和》

しゃばじゅう しゃばいっぴゃ 娑婆中 広範囲に そこら周辺

しゃばか 丈夫でない 堅牢でない か細い か弱い ひ弱

じゃばって じゃばってん そうだけど

じゃぶじゃぶ〔擬態音〕 水中を歩いたり掻き回す
オ ノ マ ト ペ

しゃぶち しゃぼち しゃぼつ しゃぼて 泥水の飛沫

泥跳ね 迸 り とばっちり spray splash
ほとばし

しゃぶる 古語【しはぶる】 舐める 嘗める しゃぶる lick《京》
しゃべくい しゃべいまくい【喋る】 《牛深》

しゃべくる《京》 しゃべりまくる 喋る chatter 話す ②口外する

しゃべくんな しゃべんな【喋るな】 黙れ

しゃべっちゃならん 他言無用 風潮するな

しゃぼてうつ 履物で泥水の飛沫を衣服に跳ね掛ける

シャボン シャポン 《ポルトガル語》sabão 石鹸 soap
しゃまぎる【遮る】 先走る お節介する 出しゃばる 邪魔する

さえぎ

じゃまくさか じゃまくしゃー 邪魔になる 面倒だ

じゃまもん【邪魔者】 厄介者 鼻つまみ 迷惑者

じゃみゃーなる じゃめーなる 邪魔になる 妨げになる

しゃもじ 古語【しゃもじ】 杓子 ご飯を装う道具
しゃくし

…じゃもね じゃるもね …だもの そうでしょう

…じゃもん …じゃん …である …だよ 「本当じゃもん」

…じゃもんき …だから …であるから 「景気じゃもんき」

しやゆる することが出来る

じゃらいた じゃらった そうであった

…じゃらいた じゃらした じゃらった じゃんなした …であられた

じゃらした そうであられた
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じゃらじゃねー じゃらじゃま その通りなのだ 違いないよ

…じゃらじゃねー じゃらじゃまー 本当ですよ 当然ですよ

じゃらす 古語【あらせられる】 …であられる …でいらっしゃる

…じゃらっそうば …であられるならば

じゃらっそうばって そうであられるだろうが

じゃりーろ 本当だろうか 確かだろうか

しゃりがむり しゃりむり しゃんがむり【遮二無二】 無理遣りに 我武者羅に

じゃりゃーすっと じゃりゃするばって そうだけど

じゃりやすと そうです その通りです

しゃる 近世語【せらる】 なさる 「来ンしゃる」

じゃる じゃるじゃる じゃんのう …である 然り その通り 全く that right
じゃるけん じゃるしぇ(せ)ん だから そうなので

じゃるごたる そのようだ 本当らしい

じゃるばっ じゃるばって じゃるばってん そうだけど

じゃるもね そうなのだね

しゃるる 古語【洒落】wit 気の利いたことを言う ②めかす
し ゃ れ

じゃるる【戯れる】 猫などがまつわりついて戯れる
じゃ たわむ

じゃるけん じゃるせん だから

じゃるごたる 正しいごとくある 本当のようだ

じゃるしぇな じゃるっぱな じゃるっぺ そうだよ《佐伊津》

じゃるじゃる その通りだ 全くだ

じゃるせん そうだから

じゃるせんや そうだから《二江》

じゃるっぱな じゃるっぺ そうだよ《佐伊津》

じゃるばって そうだけど

しゃれこくる【洒落る】 着飾る 過剰にめかす

…じゃれば …であれば 「雨じゃれば」

…じゃればこそ …であるが故に 「親じゃればこそ」

じゃればよかとん そうであればよいが

…じゃろ …だろう 《京》 「良かっじゃろ」

じゃろう じゃろうた じゃろた じゃろだ 多分そうだろう

じゃろうが じゃろが そうでしょう そうに違いないよ

じゃろうがじゃかろうが そうであっても違っていても

じゃろうだい じゃろうばい そうだろうよ

じゃろうで じゃろで だろうに であろうに

じゃろかい じゃろきゃー じゃろけー じゃろに であろうか・本当だろうか

じゃろかにゃー じゃろかね じゃろもん だろうか 本当だろうか

じゃろじゃろ じゃろもん じゃろわい そうだろう そうに違いない

じゃろともとる そうだろうと推測する

じゃろにゃー じゃろねー そうだね そうに違いない



じゃろばっ じゃろばって そうでしょうが

じゃろもん そうだと思うよ

…じゃわい …だよ …ですよ《牛深 高浜》

…じゃん …じょん …だ …だもの そうだ 本当だ 正しい 確かだ（断定）

しゃんかまえて しゃんがまえて 用意周到に準備して

しゃんしゃん そうだそうだ そうだとも《松島》

じゃんじゃん どんどん どしどし 次々と 益々盛んになる

シャンス 古語【相思】の唐音 情人 恋人 lover
しゃんとせろ しゃきっとしなさい 姿勢を正せ

じゃんなー じゃんなん じゃんにゃー じゃんねー

…じゃんなした …でいらっしゃった 「心労じゃんなした」

…じゃんなす …でいらっしゃる …であられる

…じゃんなっそうば …でいらっしゃるならば

じゃんのう そうですね

…じゃんば …じゃんばー …だよ …ではないか《牛深》

しゃんむっでん しゃんむり【遮二無二】 無理やりに

…しゅ …でしょう 「わしがしやっしゅ」「よござっしゅ」

しゅい しゅう しゅうい しゅうかい しゅうだ しよう しましょう

しゆうーい しゆうして 酢っぱくて

じゅうい じゅうかい じゅうだ 出よう 出場しよう

じゆうか 我が儘 身勝手 気まま

しゅうかにゃー しゅうかな しゅうかね しようかな

しゅうぎ しゅぎ【祝儀】congratulation 結婚式 ②贈物

しゅうきゃー しゅうけー しゅうに しないだろうよ するものか

じゅうけむなか じゅうけんなか【料簡無い】 気恥ずかしい みっともない

照れ臭い きまりが悪い

しゅうごたなか しゅうごつなか しゅうごてなか しゅうごんなか したくない

じゅうごたなか じゅうごつなか じゅうごてなか じゅうごんなか 出たくない

しゅうごたる したい してみたい やりたい 欲望 desire
しゅうごたるごつ したい放題 自由奔放

じゅうごっさま じゅうごっつぁま【十五社宮】

しゅうし 古語【宗旨】sect 宗派 宗門

じゅうし じゅし【漁師】fisherman《竜ヶ岳》
…しゅうじゃ …しゅうでにゃ …するには

しゅうじゃーしぇん したがらない するのを嫌がる

しゅうじゃっか しようではないか

じゆうじんみゃーに じゆうじんめーに 勝手し放題に

しゅうだ しょうだ【染みた】 染まった

しゅうだ しゅうだな しゅうで しゅうわい しよう しましよう

じゅうだ じゅうわい じゅうわな 出よう 出場しよう



しゅうちゃー しゅうてにゃ したいとは するには

しゅうちもせん しゅうてもせん しようともしない

しゅうっつく しゅわっつく 吸い付く

しゅうてした しゅうでした しようとした

しゅうてする しゅうでする しようとする

しゅうてせん しゅうでちせん しようとしない

しゅうてちゃ しゅうでちゃ しゅうでにゃ していく為には

しゅうとめ しゅうとじょう【姑】 夫や妻の母

しゅうともとる しゅうどもとる しようと思っている

しゅうどる 染みている 染み込んでいる

じゅうのう【十能】 炭火などを運ぶ道具《京》

…しゅうば …しゅうもんなろ …しようものなら

しゅうばって しゅうばってか しゅうばってん しようと思うが

しゅうまい しゅうみゃーだ …めーだ しないでおこう

しゅうみゃーじゃっか しないでおこうではないか

しゅうみゃーもん しゅうめーもん しないだろうよ

しゅうもん したいものだ すべきだ するだろう

しゅうる しゅる 古語【啜る】 汁などを吸う しゃぶる
すす

…しゅうろ …しようか 「どうしゅうろ」

しゅぎ【祝儀】（長音短呼）《新和》

じゅぐし【熟柿】 じゅぐっしょ 熟した柿

じゅくじゅく ぐっしょり濡れている様子

じゅぐっさま じゅぐっつぁま じゅごっつぁま 十五社宮

じゅぐっしょ【熟柿】 熟した柿 ②蝉(つくつくぼうし)

じゅぐゎじゅぐゎ 締まりが無い 緩い mild
じゅぐゎたれ じょぐゎたれ 締まりが無い様子 ずり落ちている

じゅしー じゅすい 古語【入水】 入水自殺
じゅすい

じゅたじゅた じゅたつく 濡れてべとつく 水浸しで滑る
ぬめ

しゅづく 古語【雫】 drop 水のしたたり
しづく

じゅっか 利口だ《有明》

じゅっかり じゅっくゎり 道路の水溜り pool
じゅっくり びっしょり びしょ濡れ ひどく濡れる

しゅっじゃくし〈汁杓子〉 お玉 汁を掬う杓子

じゅったんぼ 湿田 ぬかるみ 沼 潟 bay beach
じゅって 料理して《牛深 苓北》

じゅつない《日ポ・京》 じゅつなか 古語【術無し】 方法がない ②切ない

心苦しい 満腹で苦しい

ジュバン 《ポルトガル語》gibão 襦袢《京》

しゅびっつく しゅわっつく【吸い付く】 抱き付く

シュミーズ 《フランス語》shemise 婦人用下着
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しゅむ【染みる】 浸みる ②凍みる ③沁みる 《京》

しゅり しゅる しゅるもん【汁】juice 吸い物 おつゆ 味噌汁

しゅりけ しゅるけ〈汁気〉 液体 体液 水分

しゅりンでた しゅんノでた 汁が出た

じゅるい《京》 じゅるか じるか【緩い】loose ②柔らかい soft
ゆる

しゅるし【印 標】 目印 証拠品 ②気持ちを表す贈り物

しゅろノき しろノき【棕櫚】 ヤシ科の常緑高木
シ ュ ロ

…じゅわ …じわ …ですよ …だよ 「よかっじゅわ」《嵐口》

しゅわぶる 古語【しはぶる】lick 舐める しゃぶる

じゅんぐり じゅんぐりぃ【順繰り】in order 順番に 順次

じゅんたく【潤沢】 豊富 豊か 充分なゆとり

じゅんたま 蛇ノ髭 ジャノヒゲの実 ユリ科の多年草
ジャ ヒゲ

じゅんだるる じょんだるる 締まりが無い 緩んで垂れ下がる

…しょ 何でしょう 知っているかい 「何しょ」

…じょ …さん …の人 「いもっじょ」妹

しよい《京》 しよか【為易い】 簡単に出来る

しょい【醤油】 調味料 （長音短呼）
しようゆ

しょいこ【背負子】 荷物運搬の背負梯子《京》

しよいとか しよいとな しているのか《牛深》

しよいよ しているよ《牛深》

しょいノみ【醤油の実】 醤油のもろ実 醤油の絞り粕《京》

しょう【性】 素性 性質 素質 性根 根性 nature
しょうい【醤油】《京》 しょうえ しょえ 調味料

しようゆ

しょうかくる【息】breath 熱い息を吹きかける

じょうぎ【常着】 普段着

じょうきする【上気】 のぼせる 頭に血が上る《京》

じょうきんたんノごて 冗談じゃない

じょうくる 古語【戯ける】 戯れる ふざける おどける
じゃう

しょうぐゎつ しょうぐゎっどん 古語【正月】

しょうけ しょけ 古語【笽 笊笥】 竹編みの笊 busket 竹籠《日ポ・京》
そうけ そ う け ざる

じょうご 古語【上戸】 酒豪 大酒飲み
じゃうご

しょうこつなし しょうことなか しようことなし 古語【せうことなし】

仕方なく 手段がなく 止むを得ず《京》

しょうこりもなしー 性懲りもなく 少しも懲りずに

しょうし 古語【笑止】 気の毒 滑稽 馬鹿馬鹿しい《京》
せ う し

じょうじ【常時】《京》 じょうじょ【常々】 日常 常日頃 usually
じょうじーなる じょうじゅ【成就】finish 成就する 完成する

じょうじーなる【上手】 やり方が上手い 上達する

じょうしきいう 我が儘を言う 聞き分けのない事を言う

しょうじきもん【正直者】 素直な人 誠実な人
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しょうじっか【正直】honesty 素直 frankness 嘘や誤魔化しがない

しょうじっからす 正直である 正直な人だ

しょうしなこつ …もん 古語【笑止】 気の毒だ 滑稽だ 馬鹿馬鹿しい
せ う し

じょうじゅーなった【成就した】 完成した

じょうじゅンこつ じょうじょ【常々】 日常 everyday 常日頃 日常茶飯事

じょうしょうする【上昇】 頭に血が上る 逆上せる

しょうしょンこたー 少々のことは

しょうしょンこっでにゃ …ことじゃ 少々のことでは

しょうじんあげ【精進明け】 忌明け 服喪明け《京》

しょうじんりょうり【精進料理】 魚抜きの精進物料理

じょうずか じょうぞ 古語【上手】skillful 巧み 達人 ②お世辞

じょうずじゃん じょうっじゃん 上手ですよ

じょうせき【常席】 定席 いつもの場所 ②常々

しょうだ しょんだ しゅうだ【染みた】 染まった

しょうつき 古語【祥月命日】 一周忌以後の命日 正忌

じょうとう はくらい【上等舶来】 高級品 舶来品

しょうとる 人に世話を掛ける 手を焼く てこずる

じょうに【常に】 常々 常日頃 usually 日常に 何時も

しょうね 古語【性根】nature 根性 心根《日ポ・京》

しょうノよか 素性が良い 素直だ 丈夫だ

しょうばん 古語【相伴】 接待 reception 接客 service ②お節介

しょうびゃ しょうびゃン しょうべ 常日頃 常々 何時も

しょうびゃー しょうべー【商売】 商い trade
じょうぶくろ【状袋】 封筒《京》

じょうぶんか【丈夫】 壮健 healthy 強い strong 頑丈だ 頑強だ

しょうべんたんご【小便担桶】 屎尿汲み取り桶

しょうもくりん 生粋 混じり気なし

しようもようなか 古語【仕様模様】 どうしようもない《京》

じょうやとい【常雇い】 じょうよう【常傭】 正職員 長期雇用

しょうら 性根 性格 性質 「しょうらン悪か」

じょうり《京》じょり【草履】 履物

じょうろ【如雨露】 じょろ 散水器具《京》

しょうろう【蜻蛉】 蜻蛉 dragonfly
せいれい と ん ぼ

しょうろうさま【精霊様】 初盆を迎える精霊

しょうろうぶね【精霊舟】 宇蘭盆会で精霊送りの舟

じょうンこつ 日常茶飯事 簡単なこと 取るに足りない

しょえ【醤油】 調味料 《京》《牛深》
しようゆ

じょがたれ じょぐゎたれ 弛んで締まりがない

しよかろが しよかろがね し易いでしょうが

しよきばらい【暑気払い】 冷たい飲み物で暑さを凌ぐ《京》
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しょくしょする【食傷】 食べ飽きる ②嘔吐する ①辟易する 閉口する 懲りる

しょけ 古語【笽 笊笥】 竹編みの笊 （長音短呼）
そうけ そ う け ざる

しょけん【世間】world 社会 society 地域 area《京》
じょさいなか【如才ない】 手抜かりがない 気が利く

しよしぇー しよしゃー し易さに

しょしき 近世語【諸式】 諸物価 ②諸物品《京》

じょじょ 草履（幼児語）

しょせん 古語【所詮】 結局 つまり 行き着くところ

しょたくるる しょたくれる 締まりがない だらしない 元気が無い

しょたくれ じょたくれ じょたわし 活気がない だらしがない

しょたるる 古語【潮垂る】 潮解する 湿気る
しほ た

しょたれ 古語【潮垂る】 潮解 ②活気がない
しほ た

しょたれとる 湿気ている ②だらしがない

しょちゅ しょうちゅ【焼 酎】（長音短呼）
しようちゆう

じょちゅうぎく【除虫菊】 キク科の多年草 殺虫剤
ジョチュウギク

じょっかり 水溜り《大浦 倉岳》

しょっきる 息を切らす 精出す

しよっじゃっか しよっじゃっきゃー しているよ

しよった しをった 為ていた しつつあった

しよっちゃいて しているのだが しているのに《佐伊津》

しよっちゃかー しよっちゃろー しているのでしょう

しよっちゃっとん しよっとん しているが

しょっちゅう【初中終】《梵語》 始終 always 何時も《京》
しょっちゅう

しよってー しよっとに しよるもね しているのに

しよっとー しよっときゃー しよっとけー しているのか

しよっとがー しよっとばえ しよっとべー しているよ

しよっどもん しよろもん しているでしょう

しょっぱな【初端】 最初 first 初手《京》

しょて しょてー 古語【初手】begining 最初《京》 昔 以前

しょてーもち しょてゃーもち 【世帯持ち】 妻帯者

しょてから しょてかる 最初から 始めから ②昔から

しょねむ しょのむ 古語【嫉む】 妬む 嫉妬する jealousy 羨む
そね ねた

しょばだい【所場代】 場所の使用料

しょべん（長音短呼） しょんべん【小便】 尿 小水

しょぼくるる しょぼくれる 元気をなくする 生気を失う

しょぼたるる びしょ濡れになる 元気を無くする

しょむ 古語【染む 浸む】 色や匂いが他に移る

しょもうさす 古語【所望す】 お望みになる お求めになる
しょまう

しよらいた しよらった していた (俗語)

しよらした しよんなった しよんなはった しておられた
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しよらす しよンなす〈為居る〉 していらっしゃる

しよらっさん しよんなさらん していらっしゃらない

しよられん しよらん していない

しよりばしするごて してもいないのに

じょりんりょうり【魚料理】 精進料理の対語《御所浦》

しよる しをる している しつつある《京》

しよろが しよろがな しよろがね しているでしょう

じょろや【女郎屋】 遊郭

じょん【女の子】 お嬢ちゃん 幼児《御所浦》

じょん 可愛い《牛深》

ジョン 《オランダ語》john 坊や 幼児 (男児の呼称)《苓北》

…じょん …だよ …だもの 「すっとじょん」《苓北》

しよんあるかい しよンなかろもん 仕様がないだろう

しょんだ【染みた】 染まった 色が移った

じょんだれ 近世語【撓垂る】 締まりがなくだらけていること
しな だ

しよンなか しよンにゃー 仕様がない 仕方がない

しよンなかた しよんなかもね 仕様がないよ 仕方ないよ

しよンなしぇ(せ) しよンなしゃー 仕方なく 術がなく
すべ

しょんべんたんご【小便担桶】 小便くみ取り用の担桶《京》

しらあえ 古語【白和へ】 豆腐を入れた味噌和え

しらーしら しらじら 白々 ②夜が明ける

しらーっとして 知らぬ振りして 無関係を装う

しらかす 古語【白かす】 白けさせる 興醒めさせる 気を損なう

しらかわよふね 古語【しらかはよふね】熟睡している状態

しらきゃーて しらけーて 古語【白かす】 白けさせる 興醒めする

しらきる【白切る】 知らぬ振りを通す

しらじーおって しらでにゃおって よく知らない癖に

しらじゃった しらだった しらんじゃった 知らなかった

しらしら 白む 夜が明ける ②薄く透ける

しらじらしか 古語【痴れ痴れし】 白々しい 見え透いている 興ざめる

しらしんけんに 真剣に 真面目に 正直に

しらせでにゃ しらせでん しらせんで 知らせないで

しらた【白太】 白板 樹木で表皮に近く白い部分

じらっけむなか じらっけンなか 途方もない《牛深》

しらっけンなか 信用がおけない 無頓着な

しらっさん しんなはらん ご存知ない

しらっさんかなー しんなっせんかなん ご存じありませんか

しらっそうに しらりゅうに しろうに 知るわけない

しらっちゃくる しらっちゃける 色褪せて白っぽくなる

しらでにゃおって しらでんおって 知らない癖に
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しられんどもん しられんちゃかー ご存知ないでしょうよ

しらばくるる さらばくれる《京》 しらばっくるる 古語【白化ける】 白を切る
し ら ば

知らぬ振りする

しらふ 古語【白面 素面】 酒を飲んでいない状態

しらめ【虱】 人や動物に寄生する昆虫
しらみ

しらわりゃー しらわれー 古語【痴れ笑ひ】 白笑い 嘲笑
し

しらん 知らないよ ②関係ないよ《京》

しらんかい しらんかな しらんきゃ しらんけ 知らないか

しらんかった しらんじゃった しらんだった 知らなかった

しらんがまし しらんがよか 知らない方が良い

しらんしー しらんもん 知らない人 初対面の人

しらんじゃったもね しらんもね 知らなかったよ

しらんしらん しらんぞー 知らないからね 関係ないからね

しらんちゃもん しらんちゃろう しらんちゃん しらんどが 知らないだろう

しらんとー …な …ね …や 知らないのか

しらんとがー しらんとじゃん しらんとぞー しらんとばえ 知らないのだよ

しらんどが しらんどもん 知らないでしょう 存知ませんか

しらんどばって 知らないでしょうが

しらんばえ しらんびゃー しらんわい 知らないよ

しらんばしらんもん 全く知らなかった

しらんばしンごつ 全く知らないならともかく

しらんはざなか …はずがなか 知らない筈はない

しらンふり しらんぷり【知らぬ振り】

しらんみゃーに しらんめーに 知らない間に

しらんもん 知らな人 付き合いがない人

しらんもんじゃっで しりゃーせーず 知らなかったので

しらんもんナおらん 知らない者はいない 皆が知っている

しりーしかれとる 尻に敷かれている 頭が上がらない

しりお しりっぽ《京》 しりを【尻尾】hip 尾羽根

しりおぶか 物臭 indolence 無精者 面倒くさがり屋

しりがえ 排泄物の除去 小鳥籠の糞の始末 《京》

しりがるか【尻軽い】 軽率だ 浮気者 ②働き者

しりご〈尻後〉 一番最後 最終 last
しりこそばい《京》 しりこそわいか しんノ… 面映い 照れ臭い 気恥ずかしい

じりじり じわじわ じわりじわり 次第に押し寄せる 碑が照りつける

しりすぼみ【尻窄み】 次第に勢いが衰える 竜頭蛇尾

しりつ【手術】 医師が切開して治療する行為 operation
しりぬぐい しんぬぐい【尻拭い】 後始末 事後処理 後見

しりノなぎゃー しりノなんか しんノなんか 長居する

しりばしするごて 知りもしないのに



しりびき【尻曳き】 細口の器から液体が滴り落ちること

しりべー しるべー 古語【知る辺】 所縁のある人 知人
ゆ か り

しりべた 古語【尻 臀】 臀部 rump《京》
しりこぶら

しりもせーでんおって しりもせんで 知らないくせに

しりやけ 三日坊主 飽きやすい人《有明》

しりやっせん しりやっせんとぞ 存じません 知りません

しりンつづまらん しンのつづまらん 結果が出ない 支離滅裂

しるはざーなか しるはずがなか 知るはずないよ

しるか しるもんか しるもんきゃ しるもんけ 知るものか

しるみゃーもん しるめーもん 知らないだろう

しるもん【汁物】soup 吸い物 おつゆ 味噌汁

しるる【知れる】 内容が他人に知られる 分かる

しれー しろか【白い】white
しれたもん 大して値打ちはない物

しれっとして 古語【痴れ痴れし】 白を切って そ知らぬ振り

しれとる 言わずと知れている 言うまでもない

しれわたっとる〈知れ渡る〉 広く知られている

しれん 知れない 明らかでない

しれんごたでけん 知られないようには出来ぬ

じろ【地炉】 竈 土間に築いた炉 へっつい
かまど

しろうきゃー しろうけー しろうに 知るはずないよ

しろうなった しろなった 白くなった ②無になった

しろうに 知らないよ 知ったことか

しろかき【代掻き】 苗床を均等に掻き均す

しろからす 色白でいらっしゃる

しろぎりゃー しろぎれー 好き嫌い ②食わず嫌い

しろくろつくる 善悪・是非をはっきりさせる

じろじろ〔擬態音〕 じっと 遠慮なく人の顔などを見つめる
オ ノ マ ト ペ

シロップ 《オランダ語》siroop 果汁飲料

しろなば 白茸（食用）
きのこ

シロノキ【棕櫚】 ヤシ科の常緑高木
シ ュ ロ

しろもく《京》 しろもくりん【白無垢】 白地の礼装用和服
む く

じわーっと じわっと じわじわ 緩やかに そっと ゆっくり

しわえーず 古語【為得ず】 することが出来ないから

しわえん しわきらん 古語【為得ぬ】 出来ない

しわがるる 古語【萎む】 水分を失い萎む 干涸びる ②声が掠れる

しわがれ 水分を失って萎んだ果実や野菜

しわくちゃ《京》 しわくっちゃ【皺】〔擬態音〕 酷く皺になっている
オ ノ マ ト ペ

しわざ 古語【仕業】 為業 行為 所業 したこと
し わ ざ

しわっつく しがみつく《高浜》



じわっと じわじわ〔擬態音〕 緩やかに そっと ゆっくり
オ ノ マ ト ペ

しわぶる 古語【しはぶる】 舐めて吸い取る

しん【心 芯】 心根 根性 nature 本性《京》

しん 古語【死ぬ】 命がなくなる 身体が機能しなくなる

じん 古代敬語【御仁】 お人 お方 あなた《日ポ》

じん【爺】 爺ちゃん《御所浦》

しんかぶる 死ぬほどきつい ひどく疲れる

しんから しんかり しんかる 真から 心から 心底 しみじみと

しんからせん しんからなか 熱心にしない 不真面目だ

じんぎ【仁義】正しい行い 義理を果たす ②ヤクザの挨拶

じんぎおうぼ【仁義応報】 人の行なう道 社交儀礼 哀れみと筋道

しんぎく【春 菊】 キク科の野菜《日ポ》
シュンギク

じんぎこんぎ【仁義婚儀】 冠婚葬祭の交際《牛深》

しんぎんとい【新銀取り】 芸者 娼妓《牛深》

しんさる しんしゃる なさる

しんじょ【寝所】bedroom 寝室 寝間

しんしょう しんじょう 古語【身 上】 暮し 財産《京》
しんしゃう

じんじん〔擬態音〕 痺れた状態
オ ノ マ ト ペ

しんぜもす 古語【進ぜ申す】 進呈する 差し上げる 献上

しんでん【新田】 新しく開拓された田圃

しんでん【神田】 神社の所有田

しんど《京》 しんどう 近世語【辛労 心 労】精神疲労
しんろう・しんどう

しんどい《京》 しんどうか しんどか 疲れた だるい

しんどうあんなした しんどうじゃんなした お疲れ様でした

しんどうい 厳しくて 辛くて 疲れて だるくて

しんどうする しんどする 辛労する 心労する 苦労する

しんどる 死んでいる

しんなっせんど しんなはらんど ご存知ありませんか

しんぬぐい しんぬぐぃ【尻拭い】後始末 事後処理 後見

しんノしまり しんノしみゃー しんノしめーに 最終的に

しんノすわっとる 心に動揺がない 落ち着く 沈着冷静

しんノすわらん 落ち着きがない 辛抱がない

しんノなぎゃー しんノなんか 長居する

しんノひゃー しんノへー【薪の灰】 草木灰 薪の焼却灰
しん

しんぶう【辛抱】patience 忍耐 我慢 倹約 economy
しんぶうか しんぶか しんぼうか 辛抱強い

しんぶうじん しんぶじん しんぼうにん 辛抱人 倹約家

じんぶつ【人物】person 優れた能力の持主 人格者

じんべん 古語【神変】 神の不思議な力 ②奇特 殊勝 感心なこと 健気 律儀

神妙 珍奇《日ポ》
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じんべんか 感心だ 殊勝だ 健気だ 奇特だ 律儀だ 珍しい
け な げ

じんべんに 感心なことに 殊勝に 奇特に 健気なに 珍しく

しんみち【新道】 新しくできた道路


