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博多弁 標準語 備　　考

あげん　あげな あんな （例）あげんことあったとに、あの人くさ・・・

あぶらむし 無能者
鬼ごっこばするとき、ちっちゃい子をかたしてあげ
るため、あぶらむしにしてあげるっちゃんね。

あ タンブリングの補充人員

あぽ うんこ
（例）犬のあぽばふんだけん、くつの
　　　くそうなったってしまったったいねー。

あいたーっす 痛いよーっ

あすこ あそこ

あんたんがた 君の家

あのくさ あのね （例）あのくさ、｢ぴおね荘｣って知っとうやー？

あつかう さわる

いぼる ぬかるむ　泥にはまる （例）そこいぼるけんやめときー。

いっちょん 全然 （例）いっちょん勉強せんけん大学落ちるとよ。

い いかんめえもん いけないでしょう （例）そげんことしたらいかんめえもん

いわえる 結ぶ　結わえる

いわん 言わない （例）もう、言わんけん！絶対言わんけんね。

いぐる ほじくる （例）鼻くそいぐらんときー

いっきょん 一挙に （同）コマ回しで一発で割ること

いっとき しばらく　一時

いらう いじる （例）かさぶたは、いらわんとよ！

いんどーじんのくーろんぼ！ だるまさんがころんだ！ （注）差別用語として禁止されました。

うらんしい（うだんしい） いやらしい　うらめしい　汚い
（例）あいつ１週間風呂入ってないげな、
　　　ほんなごとうらんしかー。

うまむなか まずい （例）やっぱし納豆は、うまむなかばい。

う うちんと 私のもの （例）ちょっと待ちぃ、うちんととらんどって。

うまかっちゃん うまいんだ （例）やっぱ豚バラは、うまかっちゃんね。

うんにゃ いいえ
（例）これ知っとお？
　　　うんにゃ知らんばい。

うてあう 相手にする （例）お前がうてあうけんこげんなるったい。

うめがやもち 梅ヶ枝餅 太宰府名物、漉し餡を包んだ平たい焼

うったたく （打っ叩く）殴る

うらかおもて ぐーちーじゃす
（例）う～らか、お～も～てっ！お～もてっ！
　　　てっ！てっ！・・・（決まるまで）

うったち 私たち(女性） （例）うったち、おんなじ店行ったったい。



博多弁 標準語 備　　考

えずい 怖い
（例）きのうエクソシストば見たったい、
　　　えずかったー！

おらぶ 叫ぶ　吠える （例）そげんおらばんでん聞こえるって。

おる　おんなあ　おんしゃあ 居る
（例）おんなのひとが、おんなあけん。
　　　（しけとう・・・）

おった 居た （例）むかしくさ、こげなやつがおったったい。

おりんしゃる 居なさる
（例）むかしね、こげーんな素敵な人が
　　　おりんしゃったったいね。

おんなさる 居なさる （注）女猿ではない

おおなる 多くなる

おっぺしゃん ブス

おんなし 同じ （例）おんなしようなかっこばしてからくさ。

おいさん おじさん

おいちゃん おじちゃん

おいたくる 追いかけ回す

おおまん いい加減

おかしかろうもん おかしいよ　おかしいだろ （例）そげん言うとは、おかしかろうもん。

おおちゃっかー 横着だ （例）おまえ、おおちゃっかったい。

おおとる　おおとう 合っている （例）その答えでおおとるよ（おおとうよ）

おおじょうしたばい 大変だったよ
（例）あいつばせっとくするとい、おおじょうした
ばい。

おちょくる ふざけてからかう

おりこーさん 良い子 （例）おりこさんやけんね、じっとしときーね。

おぶる 背負う

おきゅうと
ところてんのような

博多のたべもの
（例）おきゅーとー、おきゅーとー。

おしぴん 画鋲 （例）わいたー、おしぴんがけつにささったっつぇ

おやふこうどおり 舞鶴１丁目交差点から続く通りのこと
予備校水木学園、英数学館があったため、｢親不孝
通り｣と呼ばれた。

え

お



博多弁 標準語 備　　考

がられる（がらるう） 叱られる （例）どげんしたと？がられたったい。

かいかぁ 痒いよ （例）背中がかいかぁけん、かいちゃらん。

かたす 仲間にいれる （例）なん？なん？私もかたしてー。

がめる（げめる） だれかのものをとる

からう 背負う

～がと ～だけ （例）これとおんなしがとちょうだい。

かっちょよか 格好良い
（例）仮面ライダー１号の変身、かっちょよ
かー！

かわりべんたん 代わり交代

かべちょろ とかげ

かがりつく しがみつく

かーまーかーまっ ぐーちーじゃす
（類）うーらかおーもーて
（例）かぁ～ま～か～まっ！まっ！まっ！

がめに 筑前煮

かしわ 鶏肉 （例）かしわ飯

かやす ひっくり返す

からい しょっぱい （例）この味噌汁、からかー。

かえだま 博多ラーメンのおかわり麺のこと （例）おいちゃん、かえだまバリかたー！

きいちゃってんない 聞いてください （例）ちょっと俺の話しば聞いちゃってんない。

きてんない 着てくれ　来てくれ

きてんしゃい　きちゃんない 着てみて　来てみて （同）きちゃってんない

きびる 縛る
（例）これきびりきいや？
　＝　これを縛ることできますか？

きちゃない 汚い （例）うわーっ、きちゃなかー。

ぎっこんばったん シーソー （例）ぎっこんばったんしよーぜー。

きつい しんどい　疲れた　つらい （例）もう、今日の仕事きつかったー。

気にせんどって 気にしないで （同）いいけん、気にせんどきい

（こっち）きー （こっちへ）おいで （例）いいもんやるけん、こっちきー。

きない 黄色い

きんしゃい 着なさい　来なさい （例）風邪ひくばい、はよ洋服ばきんしゃい。

きさん！ 貴様！ （例）貴様ん、なんしようとや。

～きる、～きぃ ～できる （例）おまえ、給食残さんで食べきぃや？

きゅうこうでんしゃ 西鉄大牟田線のこと
この場合、文字通りの普通・急行・特急電車の区
別は無い。

くらす 殴る （例）貴様ん、くらさるうぞ。

くさ ね　さ　さあ
（例）それがくさ、やっぱしくさ、
　　　そうっちゃんねー。

ぐらぐらこく 怒る （例）おれもう、ぐらぐらこいたけんね。

くる 行く　トランプを切る
（例）今度くるけん、待っときいね。
（例）カードば、くっとって。

か

き

く



博多弁 標準語 備　　考

～げな ～だって
（例）あのくさ、○○くんてくさ、
　　　マザコンげなー。

けちい ずるい （例）あいつけちいけん、きいつけりぃ。

～（や）けん ～だから（ね） （例）おまえのこと、すいとうけん。

～（や）けんたい ～だからだ
（例）そげん言うたけんたい、
　　　こげんなったとは・・・

けたぐる 蹴る　蹴っ飛ばす

けめる 盗む （例）おまえ、俺の消しゴムばけめたろ？

こく 言う　ほざく （例）なんばこきようとやー。

（へば）こく （おならを）する へこき男＝おならばっかりするやつ

こげん　こげな こんな （例）こげんすごか人とは思わんかったばい。

こまか 小さい　短い （同）ちんか

こすい ずるい
（例）こすかー、自分だけ
　　　うまかもんばっかたべてからくさー。

こつける ぶつける （例）そげんとこつけたら、いたかろーが。

こける ころぶ

こぎる 値切る

こさえる つくる
（例）お兄ちゃん、プラモデルば
　　　こさえてー。

こわる 筋肉痛になる
（例）うさぎ跳びばして、
　　　もものこわっとったい。

こまめる 両替する
（例）おばちゃん、しぇんえん
　　　こまめちゃらん

～ごたあ　ごたる ～みたい　～のようだ （例）そげぇな言い方、

こうかる いばる

こえとう 太っている （例）お嬢ちゃん、よう肥えとうね。

こうた 買った
（例）かっちょよかー！
　　　このかばん、どこでこうたと？

こゆい 濃い

こそばい くすぐったい

こられんけん 行けないから （例）ごめーん、明日こられんごとなった。

こさぐ
こそぐ　はぎとる

こげをとる

こうた 買った （例）蜂楽饅頭こうてきたよ。

け

こ



博多弁 標準語 備　　考

さっしゃる ～される

さるきまわる ほっつきまわる

さする なでる

さんのーが、はい！ いっせーの、せ！

さらう (全部）とる、持っていく （例）ここに残っとうごはん、早よさらって。

さっちむっち 無理をして
（例）そげん、さっちむっち行かんでもよかろう
もん。

しー しなさい （例）はよしー＝はやくしなさい

～しときい ～しておきなさい （例）うるさいけん静かにしときぃ！

しぇからしい うるさい　やかましい （例）わかっとったい、しぇからしか！

しきりきい 出来る　為せる （反）しきりきらん

しきりきらん 出来ない
（例）おれしきりきらんけんくさ、
　　　おまえしちゃらんね。

しゃーしい うるさい　面倒くさい （例）おまえ、しゃーしかったい。

しろしい （雨などがふって）うっとおしい （例）（窓の外ば見て）しろしかー。

しっとう 知っている （例）あのくさ、知っとうやー？

じゃいけん じゃんけん じゃんけんぽん＝じゃいけんし！

しぇんえん 千円

しぇんしぇい 先生

したむない したくない

～しやんな ～するな （例）おまえそげなことしやんなよ。

～しんしゃい ～しなさい （例）でかけるばい、はよしんしゃい。

～しよんなあ　～しよんしゃあ ～している

～しとんしゃー ～している
（例）知っとっちゃん、あの人、
　　　昨日いいことしとんしゃーけんね。

～しとんしゃれん ～してない （例）絶対、そげなことしとんしゃれんけん。

～しとんしゃれんと（？） ～してないの（？） 書いとんしゃれんと＝書いてないの

～しやんな ～するな （例）そげなこと、しやんな。

～しちゃり　～しちゃってん ～してくれ

～しない ～しろ　～しな

～してみりぃ ～してみな （例）いいけん、もいっぺんしてみりぃ。

～してみりんしゃい ～してごらん （例）美味いけん、早よ食べてみりんしゃい。

したら そしたら

しもうた しまった （例）あー、しもうたあー。宿題忘れたー。。

しゃれとう 洒落ている　いかしている
（例）まぁ、しゃれとんしゃーねー。
　　　東京に行ってきんしゃったと？

（例）しぇんしぇい、
　　　すんまっせんばってん
　　　しぇんえんかしちゃらんですか。

さ

し



博多弁 標準語 備　　考

しかぶる 寝小便をたれる
（例）酒ば呑みすぎて、
　　　しかぶってしもうたばい。

しまえとう どうにもならない　つまらない （例）もう俺、しまえとうばい。

しゃばい やばい　まずい　参った　弱った

～じぇ ～だよ

しろーっとしとる 疲れている

じょうもん 美人

じょおずい 上手い （例）じょおずかー、てくにしゃんばい。

しょんない しょうがない （例）そりゃおまえ、しょんなかばい。

しかとむない いいものではない （例）こげんなって、しかとむなかばい。

しゃっちが どうしても
（例）しゃっちが、せんだっちゃ、よかろうも
ん。（どうしてもしなくてもいいでしょう）

しけとう しょうもない （例）なんやこれー、ぶりぶりしけとうやん。

じでんしゃ 自転車（じてんしゃ）

しかしかしてんやい
きちんとしなさい

しゃきしゃきなさい
（例）こげーんちらかしてくさ、
　　　しかしかしてんやい。

好いとう 好き

すかん 嫌い

ずんだれとう だらしない
（例）○○君、ずんだれとうよ。
　　　シャツば入れりい。

すんまっしぇん すみません

すまんばってん すみませんが

すーすーする 隙間風が入っている様 （例）すーすーするけん、窓ば閉めりー。

すいい すっぱい

～せんとばい ～してはいけないよ （例）そげんこと、せんとばい。

～せんときい ～しなさんな （例）いいけん、絶対せんときぃよ。

～せんとって（～せんどって） ～しないで （例）お願いやけん、せんとって。

せからしい うるさい　やかましい （例）もうこの人せからしかー。

せく しめる　急ぐ

～せれ　～しぇれ ～しろ　やれ （例）はよせれー、いくばーい！

せわしい 忙しい （例）ほんなごと今日は、せわしかー。

～せんめえもん ～しないでしょ （例）誰もそげなことせんめえもん。

そげん　そげな そんな （例）そげんもこげんもなかろうもん。

そうたい そうだよ 　そうたい、そうたい！＝そうよ、そうよ！

ぞうたんのごたる 冗談じゃないよ

そんけた　そんぺた 損した （例）さっきパチンコでくさ、そんけたったい。

ぞろびく
ずるずるひきずっている様子

だらしない様
（例）スカートの裾がぞろびいとうよ

そんかし そのかわり

そうつく うろつく・徘徊する そうつきまわる＝うろつきまわる

そうかいな そうかなぁ
（例）へーそうかいな、ほんとは
　　　こうするっちゃないとー。

そ

し

（女）もう、すかーん！
（男）うそこけ、ほんとは、
　　　すいとっちゃろ？

す

せ



博多弁 標準語 備　　考

～たい ～だ
（例）そうたい、ちがったったい、
　　　そげんことしたらいかんかったったい。

～たか ～したい （例）長浜ラーメン食べたかー。

たいがい いい加減 （例）○○くん、たいがいにしときーよ。

だごする だんごにする （同）ぼてくりこかす

だけん だから （例）だけん、やめときーって言ったろうが。

だまくりこかす だます

たまらーん たまんないよー （例）もう、たまらーん。

たれかぶる 大便をもらすこと

ださんがまーけ！ さいしょは、ぐう！
じゃいけんでださんがまーけ！＝

初は、ぐう。じゃんけんぽん。

たべりー お食べなさい （例）お腹すいたろぅ？千鳥饅頭ば食べりー

～ちゃないと ～ではないのか （例）お前、おかしっちゃないとや。

～ちゃろうもん ～じゃないの （例）やっぱし、できるっちゃろうもん

～ちゃろうが ～でしょうが

～ちゃん ～だよね （例）やっぱし、違うっちゃんねー。

～ちゃもん ～だもの
（例）ほんとは、違うっちゃもん。
　　　好いとったっちゃもん。

ちゃんぽん ごちゃまぜな状態　

傘が逆さまな状態　びいどろ

ちかっぱ 力一杯 （例）ちかっぱ、横押しばしやい！

ちょろまかす ごまかす （例）おまえ、釣りばちょろまかしたろうが。

ちゃっちゃくちゃら めちゃくちゃ

ちゃかぽん めちゃくちゃ （例）もう、ちゃかぽんにしてからくさ。

ちょびっと 少し （例）お酒ばちょびっとだけ、入れて下さい。

ちんちろまい せせこましく動き回る様

ちんか 小さい （同）こまい　こまか

ちりめんじゃこ しらす

ちゃんとする きちんとする （例）おまえ、ちょっとちゃんとしやい。

ちゃあらん つまらん　だめだ
（例）あの映画くさ、いっちょんちゃあらんぜ。
（同）つぁあらん

ちょ ちょっと（よびかけ）
（例）ちょ、ちょ、待ちんしゃい。
　　　＝ねぇ、ちょっとまってよー。

つやつける かっこつける　粋がる （例）そげん、つやつけたっちゃいっしょって。

つかあさい ～してください

つんつるてん 坊主頭

つりせん おつり

つぅあらん つまらん　だめだ
（例）そげなことしたら、つぅあらんめえもん。
（同）ちゃあらん

～つぇ ～だぜ （例）おまえ～したろうが、知っとっつぇえ。

た

ち

つ



博多弁 標準語 備　　考

てれんぱれん だらだらしている （例）てれんぱれんせんと、はたらきーよ。

てれっと だらしない

でこぴん おでこを指で弾く事 （例）おまえ、負けたらでこぴんやけんね。

てのごい 手ぬぐい （例）赤手拭＝あかてのごい

てのかかる 世話がやける　手がかかる （例）うちのおとうちゃん、てのかかるとよ。

どげん　どげな どんな　どう どげんしたと？＝なにがあったの？

どげんもこげんもなかろうもん どうもこうも無いでしょうが

どうでんこうでん どうでもこうでも

どうでんなれ どうにでもなれ （例）もう、いいたい。どうでんなれ。

どこらへん どのあたり （例）それどこらへんで売りようと？。

どんたく 博多どんたく
毎年５月に行われる祭り。現在の正式名称は「博
多どんたく港祭り」

どきぃ どいて （例）ちょっと、そこどきぃよ。

とっとうと
とっているのですか？
とっているのですよ。

（例）この席とっとうと？（電車の自由席で）
　　　とっとうと。

とっとんしゃあと
とっていらっしゃるのですか？
とっていらっしゃるのですよ。

どんげ　どべ ビリ　どんけつ

～とかいな ～なのかなあ
（例）やっぱしあんときこげん言っときゃ
　　　よかったとかいな…

どこいきよーと？
どこに行っているの？

（軽いあいさつ）
なんしよーと？などと同じく挨拶的に使われる。

て

と



博多弁 標準語 備　　考

なんでんかんでん なんでもかんでも
（例）なんでんかんでん俺のせいに
　　　してからくさ。

なして？ 何で？ （例）なしてそげんことになったと？なして？

なんばこきようとや 何を言っているんだい
（例）きさーん、なんばこきようとや。
　　　＝あなた　何言ってるの。

なおす しまう　片付ける
（例）このはさみなおしとって。
　　（修理を頼んでいるのではない）

なんかかる 寄り掛かる

なんかかんか なんやかんや。 （例）これから、なんかかんかあるっちゃんね。

なんかなし 何となく
（例）なんかなし、
　　　気になっとったっちゃんね。

なんもかんも なにもかも （例）なんもかんも終わってしまったばい。

なんこれ これなーに （例）なんこれ、なん？

なかなし ぜひとも

なーもない なにもない （例）なーもないばってん、あがりぃ。

なんな？ 何？　なんだよ （例）なんな、俺の顔になんかついとうとや。

なんがかー 何なんだよー （例）なんがかー！それ違うっちゃないとー。

なんしよーと？ 何をしてるの？（軽いあいさつ）
（例）なんしよーとー、そげんことしたら
　　　いかんめえもん。

なんしよんしゃーと？ 何をしていらっしゃるんですか？
（例）久しぶりばいねー、
　　　今なんしよんしゃーと。

にぎりきんたま（握り金玉）
のごたあ

横着な　ずうずうしい

にくじゅうする 憎らしくする （例）そげん　にくじゅうせんどきぃ。

ぬいもん 裁縫

ぬける　のける 取り除く

ぬさくる 塗りつける

ぬくい 暖かい 　ぬっかねー＝あったかいね

ぬびる 伸びる 　生地がぬびるけん気いつけりぃ。

ねぶる なめる （例）あの犬、ねぶるけん気をつけりぃ。

ねまる くさる

のうなる 無くなる　失う （例）のうなるけん、はよかってきー。

のけもん 仲間はずれ　　のけもの （例）のけもんにせんどってー。

のぼせもん 何かに熱狂的な人のこと 　山のぼせ＝山笠に熱中している人の

な

に

ぬ

ね



博多弁 標準語 備　　考

ばってん しかし　けれども　でも （例）おまえのこと好いとうばってん・・・

～ばい ～だぜ　～だよ （例）そげなことしたらいかんばい。

～ば ～を （例）たばこば買ってきちゃらんね。

はらかく 腹をたてる　あたまにくる　怒る
（例）いーけん、いーけん。
　　　そげんはらかきやんな！

はわく はく
（例）畳んところはくさ、
　　　こげんやってはわくったい。

ぱげる　ぱがす 壊れる　壊す

ぱっちん メンコ （例）ぱっちんしよー。

ばばっちい きたない （例）ばばっちいけん、拾って食べんときー。

はさかる 挟まる
（例）歯にするめのはさかってからくさ、
　　　とれんったい。

はかたいき（博多行き） よそ行き （例）博多行きの洋服ば着てくるけん。

はくそがし 駄菓子

はがいかぁ はがゆい　悔しい （例）すかーん、はがいかぁー。

はきもん 履くもの

はぶてる ふてくされる （例）何、はぶてとーと？

～はっかし ～ばかり （例）男子ばっかしグランドば使ってから・・・

ばちかぶる ばちがあたる

ばりばり とても

はなでんしゃ とても

ばかちん　ばかたれ ばか野郎
（注意）ニュアンスは標準語とは違う
（例）このばかちんがぁー

ぴしゃーっとしとう
きちんとしている

段取り良くしている
（例）ぴしゃーっとしんしゃい、
　　　ぴしゃーっと！

びきたん かえる

びったれ だらしない人、だらしないこと

ひらう 拾う

ふうたんぬるか ぐずぐずしている様子 （例）ほんなごと、ふうたんぬるかやつやね

ふのわるい ばつの悪い　間の悪い （例）こげんな時に、ふのわるかー。

ぶり ズボン、パンツを脱がすこと
（例）あいつば、「ぶり」するぜー！
（注）今ではセクハラ、いじめです。

ぶすくれる すねる　ふてくされる （例）そげんぶすくれんときー。

ふとかー 大きい　長い （例）げーっ、お前のあれ、ふとかー。

豚バラ 焼き鳥屋さんのメインメニュー 焼き鳥なのになぜ豚肉が一番 初なのか・・・

は

ふ

ひ



博多弁 標準語 備　　考

へずる 減らす （例）ここのところばへずって出すったい。

へばこく おならをする （例）こげんなとこでへばこきやんな。

へをふる（へをひる） おならをする

へこきむし カメムシ

ほんなごと 本当に （例）それって、ほんなごとや。

ぼてくりこかす ぶち倒す （例）貴様ん、ぼてくりこかさるうぞ

ほがす（ほげる） 穴を開ける（開いている）
（例）トンネルをほがす
　　　靴下の穴がほげとう

ぼさい ボロい　オンボロ （例）お前の服ぼさいったい。

ほっつく うろつく ほっつきまわる＝うろつきまわる

ほうじょうや 放生会 毎年9月に筥崎宮で行われる祭り。

ほ

へ



博多弁 標準語 備　　考

まる （おしっこやウンコ）をする
（例）貴様ん！こげなところで
　　　アポまりやんな

（類）まりかぶる

まちっと もう少し　もうちょっと （例）まちっと右に寄りい、まちっと・・・

まっとうけん 待っているから
（例）俺、ずっと待っとうけん、本当やけ
ん・・・

まっとっと 待っているんだよ

まひとつ もうひとつ
（例）よおぉ、（シャンシャン）、まひとつ
（シャンシャン）

まんまんしゃん 仏さま （例）まんまんしゃんに、手あわせんしゃい。

みつぐみ みつあみ （例）ねぇ、みつぐみさしてぇ

みずたき 鳥鍋・鳥のスープ炊き：博多郷土料理

みみご みみくそ

みところはん 中途半端
（例）そげな、みところはんじゃつまらんよ。
ビッタレやね。

むりやっこう 無理矢理
（例）むりやっこうやらせんでも
　　　よかろうもん

むっちん 真っ裸のこと（赤ちゃんなど）
（例）あらあ、むっちんでハイハイしよんしゃ
あ、はよう、つかまえてえ。

もげる こわれ落ちる （例）ごめーん、もげたー。

もんち 私のもの・キープ （例）これ、もーんち！

もん 物・人
（例）おまえは、おれのもんやけん。
　　　もう、はなさんけん・・・

も

ま

み

む

め



博多弁 標準語 備　　考

やけん だから （例）やけん、なん＝だから、なーに

やめり　やめない　 やめなさい （例）ちょっと○○君、やめりーよ。

やめときい やめておいたほうがいいよ （例）そげなことすると、やめときい。

やめちゃり やめてくれ （例）ちょっともう、やめちゃってんない。

やんない やりなさい

ややくろしい ややこしい

やり合う けんかする （例）そげん、やりあうけんこげんなるったい。

やる あげる （例）これやるけん、そればこげんして。

やまかさ
毎年７月に博多区櫛田神社で行われる

「博多祇園山笠」の通称。
（例）県庁のあるところが福岡で、山笠のあると
ころが博多たい。

やっちゃる やってあげる （例）宿題やっちゃろうか。

やおいかん うまくいかない

やおい 軟らかい

～やら ～とか （例）犬に肉やらやらんどきぃ。

～やが ～だって （例）あいつ、ばかちんやが。

～やん ～でしょ （例）俺も、ばかちんやん。

やっぱし やっぱり （例）やっぱし、そうやったちゃんねー。

やってかます やってのけること

やかましゅう 苦情を言ったり叱責する
（例）あんまりやけん、やかましゅうゆうたと
よ。

やらしか （スケベで）いやだ
不快であるというのではないが、しつこいと本当
に嫌われていく。

ゆうてんない 言ってみろよ （例）もういっぺんゆうてんない。

ゆっちゃろ 言ってやろう
（例）ゆーっちゃろ、ゆっちゃーろ。
　　　せーんせーにゆっちゃーろー。

ゆすぐ すすぐ

ゆわえる 結ぶ　縛る

よか 良い （例）ほんなごと、よかよか。

よかと これでいいのだ。 （例）それで、よかと？－うん、よかと。

よかー いいなあ　うらやましい （例）彼氏できたとー、よかー。

よかこと 良いこと （例）なんかよかことあったと？

よかごと 都合のいいように （例）自分のよかごと言いやんな。

よかろうもん いいでしょうに （例）そげん言わんでもよかろうもん。

ようと 良く　しっかりと （例）ようと見ときぃよ。

よがむ ゆがむ

よござっしょ いいんじゃないですか。

（例）あの人くさ、ゆわせん格好しちゃあね。＝
なんという服装
（例）ちょっと、これ食べてん。ゆわせんけん。
＝すごくおいしい

や

ゆ

よ

言いようがない
（良しも悪しも）

ゆわせん



博多弁 標準語 備　　考

～でしょう （例）かっこよかろぅ？

～しよう （例）一緒にごはんたべろうね。

～ろうが ～でしょうが （例）これ見てん、おもしろかろうが。

り

ら

～ろう

ろ

れ

る



博多弁 標準語 備　　考

わからんめえもん 判らないだろう （例）言わんかったらわからんめえもん。

わけくちゃわからん 理由がよくのみこめない

わや だめ　ぱあ

わがかって 自分勝手

わるそう 不良　いたずら坊主
（例）知っとっつぇ、お前むかし
　　　わるそうやったろうが。

わいたー！ あいたー！　しまったー！ （例）この、わからんちんがー

わからんちん わからずや　頑固者 （例）この、わからんちんがー

わーわー言う 苦情などをいう
（例）車ぶつけられてくさ、もうわーわーゆうて
きた。

～んがた ～の家
（例）おまえんがたの兄ちゃんくさ、かっこいい
ね。

～んくなる ～出来なくなる
（例）暗くなって見えんくなったじぇ。
（同）～んごとなる

～んしゃあ
～される　～なさる

～になっている

～んと ～のもの （例）このケーキ、俺んと？

～んとく ～しないでおく

～んめい ～ないだろう　～ないでしょう （例）そんな所行かんめぇもん。

～んやった ～んかった （例）あー、いかんやったね。

わ

を

ん


