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会話における基本

語尾 

「～だべさ」「～だべや」「～っしょや」（～だ・強く自分の意見を示す）

「～なんだわ」（～です・やんわりと自分の意見を示す）

「～でない（かい）」（～じゃないですか・さらにやんわりと自分の意見を示す）

「～だべ？」「～っしょ？」（～でしょう・相手の意見を聞く）

「～すれ」（～しなさい・命令形）

「過去形＋っけさ」（～したところ）

「未然形＋さる」（～できる） 

あきあじ 

〔名〕鮭、シャケ

〔ワンポイント〕 最近は、あきあじと聞くとビールのことかと思ってしまう。

あさま 

〔名〕朝

〔ワンポイント〕 あさま、ひるま、はあるが『よるま』は聞いたことがない。　ばんげ、かな。

あずましい 

〔形〕落ち着く、気持ちがいい

〔ワンポイント〕不快なものが周りにない状態。例えて言えば、汚い部屋を掃除したときに「ほれ、あずましくなったしょ」という感じ。

尚、快感というニュアンスはない。 

あべ 

〔動〕行く

〔ワンポイント〕最近、道内でこの言葉を使う人はあまりいないかも。　東北ではまだ使われている言葉だと思うが。

あまされる 

〔動〕仲間はずれにされる、あきれられる、嫌われる

〔ワンポイント〕『あいつ、あれだものあまされるわな～』って言われないようにしましょう。 

あめる 

〔動〕食べ物が腐る、駄目になる

〔ワンポイント〕もとは米が飴色になった状態なのだとか（？）。 

いいふりこく 

〔自動〕かっこつける、おしゃれする

〔ワンポイント〕この言葉はあまりいい意味では用いられず、妬みや、からかいを含んで用いられる。格好をつける人は、『いいふりこ

き』と呼ばれる。 

いたましい 



〔形〕もったいない

〔ワンポイント〕まだ使えそうなものを捨てようとすると「いったましーから、なげんでない」と、たしなめられる。 

いずい 

〔形〕かゆい、など身体的に不快な状態。

〔ワンポイント〕裸に毛糸のセーターを着たときを思い浮かべてほしい。むずがゆい系。 

うるかす 

〔動〕水分を含ませる、ふやかせる

〔ワンポイント〕水にしばらくつけておくことによって水分を含ませること。食器などは、うるかしてから洗うと楽です。

　　　　　　　　　こんな便利な表現が標準語にないのはどうしたものか。　北海道ばんざい！ 

おがる 

〔動〕大きくなった、成長した。

〔ワンポイント〕　『いや～暫く見ないあいだに随分おがったなあ～』と親戚のおじさんに言われた人は多いかと。

おだつ 

〔動〕調子に乗る、目立とうとする、（最近の表現では、ハイテンションに近い意味）

〔ワンポイント〕決してほめ言葉ではない。子供がはしゃいでいるときに良く使う表現。 

おっちゃんこする 

〔動〕すわる

〔ワンポイント〕子供に対して言う。 　名詞は、おっちゃんこ座り、かな。

おばんです 

〔挨拶〕こんばんは

〔ワンポイント〕帰るときには、どうもおばんでした、と言う人も多い。 

かつける 

　　　　　　〔動〕人のせいにする、責任転嫁する

〔ワンポイント〕『人にかつけておいて、お前こすいべや！』

かぜてやる 

　　　　　　〔動〕（仲間に）加えてやる

〔ワンポイント〕子供同士の中でよくつかった言葉。　親も、『○○ちゃん、かぜてやってね』といっていた。　

かっぱがる 

　　　　　　〔動〕ひっくりがえる、転覆する

〔ワンポイント〕船がかっぱがる。

がおる 

〔動〕やつれる

〔ワンポイント〕病気して頬がこけたりすると、『えらくがおったんでない？』などと言われる。

ガス 

〔名〕霧、濃霧

〔ワンポイント〕今日はガスかかってるからなんも見えない。昔、秋の夜にがすかかると、翌朝はしばれるので、農家の人は古タイヤを

燃やしていた。で、余計ガスがかった状態になった。 

カツゲン 

〔名〕道内でしか売っていない乳酸菌飲料。　（ヤクルト似）

〔ワンポイント〕カツゲンを知っているかどうかで北海道出身者かどうかを当てることが出来る（かも）。 



かっちゃく 

〔動〕ひっかく

〔ワンポイント〕七夕の夜には子供たちが『ろうそくだーせ、だーせーよ。だーさーないとかっちゃくぞ。おーまーけーに吸いつくぞ』と

歌って各戸を訪問したもので。 

かまかす 

〔名〕かきまぜる

〔ワンポイント〕かます、ともいう。風呂をかまかすのは子供の役目だった。 

がめる 

〔動〕がんをとばす、にらむ

〔ワンポイント〕 高校生の時は、がめてるのが多かったなあ。

カンカイ・カスベ 

〔名〕どちらもつまみの一種

〔ワンポイント〕カンカイは氷下魚を、カスベはエイ（のヒレ）を干したもの。日本酒によく合う。

がんべ 

〔名〕できもの、皮膚がただれた状態のこと。

〔ワンポイント〕ニキビがつぶれて化膿したりすると、がんべになる。 時に人を罵倒するときにも使われ、『この、がんべたかり！』となり

ます。 　

きかない 

〔形〕わんぱく、らんぼうもの。

〔ワンポイント〕要するに、きかん坊の事。 

きっともって 

〔副〕きっと、十中八九

きもやける 

〔動〕腹が立つ

〔ワンポイント〕頭に来たときは、やはりこの表現。　

ぎる 

〔名〕ものを盗む

〔ワンポイント〕特に万引きすることをさす。 

けっぱる 

〔動〕がんばる

〔ワンポイント〕応援のときは、けぱれー、と叫ぶ。 

げっぱ 

〔名〕びり。

〔ワンポイント〕げれっぱ、げれ、ともいう。 

こすい 

　　　　　　　〔形〕ずるい

〔ワンポイント〕昔、ソ連にコスイギン首相という人がいました、関係ありません。こすい、は結構使われる言葉です。

こわい 



〔形〕疲れた、しんどい。

〔ワンポイント〕肉体的に疲労感があるときに使う。「行きはよいよい、帰りはこわい」というのは、この道が坂になっていて、帰りは上り

になるので、しんどくてこわいんだと思っている道民が多いのでは？ 

こんび 

〔名〕おこげ

〔ワンポイント〕昔、お米を釜で炊いていた頃、釜の底にへばりついた『こんびごはん』が好きだったなあ。

ごんぼほる 

〔動〕だだをこねる

〔ワンポイント〕駄々をこねる子供は「ごんぼほり」と呼ばれる。 

ざんぎ 

〔名〕鳥の唐揚げ

〔ワンポイント〕正確には、一般的な唐揚げとは違う。 

したっけ 

〔接〕じゃあ、そうすると、などの順接。

〔ワンポイント〕内地制作のドラマでは、よく『したっけ』と『したって』を混同している。別れ際に言う場合は『したら』。 

したって 

〔接〕だって

〔ワンポイント〕『したっけ』同様、「た」に軽くアクセント。 

しばれる 

〔動〕激しく冷え込むこと

〔ワンポイント〕『明日しばれるみたいだから、水落として寝た方がいいんでないかい』。　尚、凍らせることを『しばらかす』という。

しゃっこい 

〔形〕冷たい

〔ワンポイント〕態度が冷たい、には使わない。ひゃっこい、が訛ったものか。 

シャミこき 

〔名〕うそつき。

シャミは嘘の意だが、かといって、嘘の代わりになんでもシャミが使えるわけではない。 

じょっぱる 

〔名〕意地をはる、強情

〔ワンポイント〕名詞としての『じょっぱり』はもう標準語なのでは。　淡谷のり子のお陰か。 

じょっぴん 

〔名〕かぎ

〔ワンポイント〕じょっぴんかる（かぎをかける）。　じょっぴんかれっちゅったべや～（かぎをかけろっていっただろうが）。 　　

ずっこする 

〔動〕ずるいことをする

〔ワンポイント〕子供同士で遊んでいるときに良く使われた。　あ～おまえずっこした～。

ぜんこ 

〔名〕お金

〔ワンポイント〕じぇんこ。銭こ、が訛ってできたかと。 

たいぎ 



〔形〕大変な様子。面倒だ。

〔ワンポイント〕その昔、関西出身者が北海道に持ち込んだ言葉では？用法としては『いや～あそこまで行くのはちょっと、たいぎだ

なあ』 

たくらんけ 

〔形〕馬鹿、能なし、間抜け

〔ワンポイント〕よく、『このたくらんけ！』と怒られたもので．．． 

たなぐ 

〔動〕（荷物などを）背負う。持つ。

〔ワンポイント〕子供のおんぶひものことを“たな”と呼ぶのはこの『たなぐ』からきているのかしらん？ 

だらせん 

〔名〕小銭、コイン

〔ワンポイント〕はい。　子供の頃はだら銭しかポケットに入っていなかったです。 

ちょす 

〔動〕さわる。いじる。

〔ワンポイント〕『それ汚いからちょすんでない』 

でれっき 

〔名〕石炭ストーブのかき混ぜ棒

〔ワンポイント〕灯油ストーブが全盛の今となっては、死語になって行くのかな。 悪いことをしたときデレッキを持った親に追いかけら

れた人は多い筈。

とうきび 

〔名〕とうもろこし

〔ワンポイント〕とうきびと言えば、札幌の大通りが有名。

ドンパ 

〔名〕同級生（同年齢）のこと。

ないち 

〔名〕内地。主に本州

〔ワンポイント〕今でも内地と言っている地域は、北海道と、沖縄だけか。 

なげる 

〔動〕捨てる

〔ワンポイント〕むかし『なげたらあかん』というＣＭがあったが、道民の大半は”ポイ捨て禁止”のＣＭだと思ったとか（？）。 

なして 

〔疑〕どうして

〔ワンポイント〕『なしてそんなことすんのさ』 

なまずるい 

　　　　　　　〔形〕ずるい

〔ワンポイント〕したたかさを持った、知略的な行為に対して非難するときに使う言葉。

なまら 

〔副〕とても、非常に

〔ワンポイント〕『なんまら』とか『な～んまら』と伸ばすと強調形になる。 

なんも 



〔？〕どういたしまして、など感謝・謝罪に対する返事。　英語で言うと You are welcome。

〔ワンポイント〕感謝されたり、謝罪された場合、『な～んも』『なんもだ～』と答えるのが大人の礼儀です。 

ぬくい 

〔形〕暖かい、ぽかぽかしている

〔ワンポイント〕ストーブが焚かれている室内の状態を連想すれば宜しいかと。

ねっぱる 

〔形〕張り付く、粘り着く状態

〔ワンポイント〕あまり好きでもない人間がすり寄ってくる状態を指し『あいつ、俺にねっぱってきた』という用法もある。

ばいき 

〔名〕バックする、後退

〔ワンポイント〕馬を操縦する際の用語 

はく 

〔動〕（特に手袋を）着ける

〔ワンポイント〕手袋をはく。靴下だって「はく」んだから、てぶくろも「はく」でいいと思うが。 

ばくる 

〔動〕交換する。

〔ワンポイント〕「ばくりっこするべー」（交換しようよ）。 

ばっち 

〔名〕末っ子　（茨城以北では結構通じる言葉）

 パッチ

　　　　　　　〔名〕めんこ

　　　　　　　〔ワンポイント〕道内では、メンコと呼ぶ人はいない（筈）。 　

はっちゃきこく 

〔形動？〕必死になって。一生懸命。

〔ワンポイント〕はっちゃきこいて～する（一生懸命～する）、の形で使うことが多い。普通は好意的に使われる。 はっちゃこく、とも。

はばける 

　　　　　　　〔動〕（口に入れていたモノ、入っていたモノを）もどす、吐き出す様態。

〔ワンポイント〕　『そんなに口に入れたら、はばけるべさ～』。　これも標準語には同義語がない優れた方言。

はらんばいわるい

　　　　　　　〔形〕腹のあんばいが悪い→胸くそ悪い→むしゃくしゃする

〔ワンポイント〕今風に言うと、『ムカツク』っていうところか。  

はんかくさい 

〔形〕間が抜けていること。

〔ワンポイント〕馬鹿よりは愛情を含む言葉（？）。　関西弁で言うアホに近いのかも。 

びっこたっこ 

　　　　　　　〔形〕左右がアンパランス

〔ワンポイント〕左右が違う靴下をはいたときにこの表現を使う。靴の場合もそう。　びっこ、と同源語なのかしらん？

ぺったらこい 

　　　　　　　〔形〕平べったい、踏まれてつぶされている状態

〔ワンポイント〕『なしてそんなぺっらこい靴はいてんのさ』



ぼっこ　　

〔名〕手袋の種類（親指だけ単独で、あとの指は一緒に入れる手袋）

〔ワンポイント〕五本指の手袋じゃないタイプの手袋と言った方が分かりやすいかな。 

まかれる 

　　　　　　　〔動〕（水が床などに）こぼれている

〔ワンポイント〕水がまかれてる、と聞いたときに床に水がこぼれているとイメージするのが北海道人。

まんま 

　　　　　　　〔名〕①ごはん　〔副〕②その状態のまま

〔ワンポイント〕①は広く知られている意味なので説明を割愛。　②『え～！骨付いたまんま食べたってかい？』

みったくない 

〔形〕醜い、不細工。

〔ワンポイント〕『見たくない』から派生したらしい。外見だけでなく、内面的なものにも使う。『このみったくなしー』と言われたら、それ

は内面に問題がある。 後者は女性に対し使うば場合が多い。

むくれる

〔動〕ふくれる、すねる

〔ワンポイント〕『ちょっと言っただけなのに又むくれて～』 

めっぱ 

〔名〕ものもらい

めんこ 

〔名〕贔屓にされている・可愛がられている人 

めんこい 

〔形〕可愛い

〔ワンポイント〕「岩手めんこいテレビ」って、「岩手かわいいテレビ」？ 

めんこぶる 

〔動〕可愛い子ぶる。

もぐす

　　　　　　　〔動〕漏らす、こぼす

〔ワンポイント〕『ほれ！水もぐしてるってば～何やってんのさ』。　尚、水が『むる』『むってる』という表現もある。

もっちょこい 

　　　　　　　〔形〕くすぐったい

〔ワンポイント〕脇の下くすぐったら、もっちょこいべさ。

やっこい 

　　　　　　　〔形〕柔らかい

〔ワンポイント〕この芋、やっこいね。

やっけ 

〔名〕上着。特に冬の防寒具。

〔ワンポイント〕類語に「らっく」（これはアノラックのことか）。 

やっと 



〔副〕はやく、すぐに

〔ワンポイント〕「や」に猛烈に強いアクセント。ぱっと、さっと、などと同じように、かけ声みたいなもの。「たいぎがってないで、ほれ、や

っと支度しな！」 

やばちない 

　　　　　　　〔副〕荒っぽい

〔ワンポイント〕主に、子供に対して使う表現。　標準語では、おてんば、わんぱく、に近いかな。

ゆるくない 

〔形〕大変だ、きつい、つらい。

〔ワンポイント〕精神的なものであって、肉体が疲労した状態を示すものではない。肉体が疲労した状態は「こわい」になる。 

るいべ 

〔名〕冷凍した鮭の刺身

〔ワンポイント〕今や珍味の類。 

ろすけ 

〔名〕ロシア人

わや 

〔形〕ひどい状態。

〔ワンポイント〕全国各地で聞かれると思うが、北海道弁としてよく紹介される。関西発祥の言葉かと。


