
「は行」の天草方言 「天草方言集 鶴田 功著」

…ば …を …なら …しなければ 「ありバ見らんば」

…ば …しよう …しないと 「早よ行かんバ」

…ばー …したらどうか 「来ればー」

ばーさま ばーさん ばーやん ばさん【婆】お婆さん old woman

はーし【箸】 chopsticks （短音長呼）

ばーっかり ばっかり ばかり それだけ 限定 limitation

はーノすびく 歯が凍みるように痛む

はい【蝿】 fly 「はいノひゃーっとる」蝿が入っている
はえ

…ばい …ばえ …ばな …ばよ …だよ …ですよ …なのだ の様だ

はいかく 腹を立てる 怒る《牛深》

はいけー はよけー サーおいで

はいずる【這い出る】 四つん這いになって出る

ばいた【売女】 売春婦 身持ちの悪い女

…ばいた …だよ《大矢野》 「おろいかばいた」（罵言）

はいつくばる【這う】crawl 平伏する《京》

はいっざき 入る隙間 空席 空間 spasce

ばいどん〈馬医〉 獣医

…ばいな …ばいね ばいの …のようだな …ですよ

はいのう【背嚢】 背負い式袋 Rucksack

はいよ 古語【拝領】 下さい 頂戴 give me 恩賜 主君から物を貰うこと
お ん し

はいらん 入らない 加わらない

はいんな 入るな 加わるな

はえ はえごち はえノかぜ《日ポ》 はえンかぜ 南風 south wind

…ばえ …ばな …ですよ …なのだ の様だ 「降っじゃーたばえ」

はえーもん はやーもん 早いものだ

はえとる 生えている 芽生えている《京》

はえなわ【延縄】 長い縄に幾つもの釣針を仕掛ける漁法

はえぬき 古語【生え抜き】 土着人 地域に生れ育った人

はえる はゆる 古語【生えす】 生える grow 芽生える

はえる はゆる 古語【映える 栄える】glow 見映えが良い

はえる はゆる【延える】 長く延ばす

はえンする 見映えが良い パッとする

ばか 衣服に付着する植物の種子 ひっつき虫 チジミザサ オオバコ

ばかいあう ばかいぐら ばかう〈奪い合う〉 取り合う

はがいか はがいらしか 古語【歯痒ゆし】 焦れったい もどかしい

はかいかん はかどらん 捗らない 捌けない 膠 着する
こうちゃく

はかいく《日ポ・京》 はかどる【捗る】 進 捗する 仕事が捌ける
しんちょく
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はがいじめ【羽交い締め】 後ろから両腕を締め上げる

はがいしゃしとる はがいせしとる 焦れったくて苛々している

ばかう〈奪い合う〉 取り合う

ばかが ばかにゃー ばかねー ばかばい ばかばえ 馬鹿だな 知恵なしだネ

…ばかし …ばかり 「ちぃっとばかし」少しばかり《京》

はかじゅん〈墓順〉 ②年齢順の座席 上座 上位座席

はかしょ【墓所】 はかわら 墓場 墓地

ばかたしながら 馬鹿故に 知恵が足りないばかりに

ばかつくって しらを切って 知らない振りして

ばかといっしょ ばかとおなしこつ 馬鹿同然

はかどらん 捗らない 捌けない

ばかばい ばかばえ ばかにゃ 馬鹿ではないか

ばかばしじゃいろ 馬鹿だろうか 馬鹿なのか

ばかばしんごて 馬鹿でもあるか

はがま【羽釜】 炊飯用器具 鍔付きの鎌
つば

はかまるめ〈墓丸め〉 埋葬後、土葬墓の盛土を搗き固める

はかみゃーり はかめーり《佐伊津 五和》【墓参り】

はがゆーい はがゆうして【歯痒くて】 焦れったくて

ばからしか 馬鹿馬鹿しい ②引き合わない

はがるる 剥がれる 剥げ落ちる ②知られたくないことが露見する

はかわら 墓場 墓地《日ポ》

ばかンごたる 馬鹿げている 馬鹿馬鹿しい

ばかンごて 馬鹿のように

はかんノよか 量り込んで多めに入れる

はぎ 古語【脛】 足のはぎ 「はぎノなんか」脛が長い

はぎし はげし【歯茎】gums

はぎしり【歯軋り】 歯を擦り合わせて音を出す ②悔しがる

はきはき〔擬態音〕 発言や態度がはっきりしている
オ ノ マ ト ペ

ばきゃーしとる ばけーしとる 馬鹿にしている 軽蔑している 見くびっている

はぎりしか 焦れったい 面倒臭い 《大浦》

はくらい はくらいもん【舶来】 舶来品 外国から渡来した物

ばくりゅう 古語【伯楽 博労】 馬喰 博労 家畜商人
ばくろう

はくる【捌ける】 流通する ②水が滞り無く流れる

はぐる【剥げる】 色があせる ②塗装や張物が取れる《日ポ》

はぐる【禿げる】 髪の毛が抜ける ②山の木が無くなる

ばくる【化ける】 姿を変える ②素性を隠す

はぐるる はぐれる 連れを見失う

はぐれもん【逸れ者】 ならず者 与太者 困り者

はげ はげぜっく はげどん 古語【半夏】 半夏生 半夏節句 田植えの終了時期

はげだご【半夏団子】 半夏節句に神に供える団子
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はげみず 陽暦七月二日頃の大雨 田植え後の大雨《日ポ》

はげらしか【歯痒い】 焦れったい もどかしい 苛々する 面倒臭い

はげンそ 剥げた山背 剥げ山

はこ 古語【糞器】 清箱 便器 ②大便 「はこ垂るる」
は こ しのばこ

ばこうて ばこて 奪い合って ②競い合って

はこする はこたるる 排便する 脱糞する 用便

はごたえ【歯応え】 噛んだ反応 ②張り合い 遣り甲斐

…はざ《日ポ》 …はだ …する間 時間 「飯喰うはざ待て」

はざぐぃ はだぐい 間食 snack 食間に食べる

ばさま ばさん《京》 ばやん お婆さん old woman（短呼）

はさむ はそむ【挟む】 挟み切る ②髪を切る

ばさらか ばさらしか ばさらっか ばさりゃー ばされー 古語【婆娑羅】
ば さ ら

乱暴 violence 粗雑 大雑把 rough 常識はずれ 勝手気儘

ばさるう ばさろう 古語【婆娑羅】乱暴に 粗雑に 大雑把に ②甚だしく 著しく
ば さ ら

はさんぼ 蟹のハサミ

ハジ【黄枦】 枦 ウルシ科の落葉高木
は ぜ

…ばし …にでも …でもあるか 「休みばしじゃいろ」

はしかいん【麻疹犬】 狂犬 ②暴れ狂う人 癇癪者

はじきゃーた はじけーた【恥じた】 恥をかいた

はじくる【弾ける】 裂ける 膨張して皮が剥ける

はしくれ【端くれ】 仲間の下っ端 ②用材にならない切れ端

はじけまめ【弾け豆】 空豆を焼いて弾けたもの《京》

はじさらし【恥曝し】 恥になることを世間にさらけ出す

…ばしじゃいろ …でもあろうか 「無かっばしじゃいろ」

…ばしするごて …する訳でもないのに

はした 古語【端】fraction 残り物 不揃い 半端《京》

はしたぜん はしたがね《京》 僅かなお金

はしたなか【端無い】 中途半端 ②不作法 不躾

はしっつらかす はしりまくる 走り回る

はしどり 箸の使い方 箸使いの所作

…ばしな …ばしね …ばしや …でもあるか「休みばしや」

はじまけ はぜまけ【黄枦負け】 黄枦による皮膚の炎症
は ぜ

はじみゅうかい 始めましょうか 開始しましょうか

はじむる【始める】begin 開始する

はしゃぐ【燥ぐ】 浮かれて騒ぐ 調子に乗る 《京》
はしゃ

はしり 古語【走り】 ②初物 旬の野菜や果物《日ポ・京》

はしりぐら はしりぐりゃ 古語【走りこぐら】 徒歩競争

はしる《日ポ》 はじくる 破裂する 飛び散る ②跳ねる はぜる

http://www.amakusa1.com/hougen/voice/hakoe/hg.wav
http://www.amakusa1.com/hougen/voice/hakoe/hs.wav


はじンほう 端 edge 先端《今津 大浦》

…ばしンごて …でもないのに 「上手ばしンごて」

はす〔斜〕 はすわ 身幅を広げる為の三角布（バイヤス）

はず はぞ 先端がY字形になった長い棒 斜めの筋交い

ぱすい《牛深》 ぱする《高浜》 食べさせる

はすーで はそーで 挟んで

はすーどく はそーどく 挟んでおく

はすかい【斜交】slant 筋交い 斜めの補強材《京》
はすかい

はずかっしぇ(せ)する はずかっしゃする 恥ずかしがる

はずむ 古語【弾む】spring 調子づく 賑わう ②奮発する

はずれもん【外れ者】 はみ出し者

ぱせー （幼児語）食べさせてくれ《高浜》

はぞ 古語【筈 杷ぞ】 果物を千切る道具 矢筈状の竹竿
は

はた【端】edge 側 傍ら 「端迷惑」周囲の人に迷惑が及ぶ

はた【旗】flag ②和凧 凧 kite 「はた揚げ」凧揚げ

はだかぜん 財布に入れずにむき出しのお金

はだかばりー 裸で 裸を人目に曝して

はたがる 古語【はだかる はたかる】 両足を広げる

はたがれ はたげろ 両足を広げなさい

はだがん〈肌燗〉 体温程度の酒の燗 温めの燗

はだきゃー はだけー【裸に】 着衣無しで ②無一文に

はたく 払いのける ②全部使い切る 無一文になる《京》

はだぐい はだぐぃ 間食 snack 食間に食べる つまみ食い

はたぐる はだける 合わせ目を開いて広げる 両足を広げる

ばたぐるう ばてぐるう 体をばたつかせて暴れる 七転八倒

はたけうち〈畑打ち〉 畑を耕すこと

はたさく〈畑作〉 畑の作業 ②畑の作物

はだざむか はだざんか【肌寒い】 肌に感じる寒さ

はだしばりー【裸足で】 素足で

ばたつく ばたばたする 足掻く もがく ②忙しく動き回る
あ が

ばたっといく ばたりいく 急に仆れる 急死する
たお

はたと 古語【はったと】 全く ②すっかり 突然 急に

ばたばた〔擬態音〕 慌てる ②続けて倒れる 風で煽られる
オ ノ マ ト ペ

はため《京》 はたンめー【傍目】 第三者からの見方

はためーやく はためーわく【傍迷惑】 周囲に迷惑が及ぶ

はたらきもん【働き者】 勤勉家

はたる 豆や穀類を石臼で粉に碾く 「はっちゃん粉はたる」

はたんきゅう【巴旦杏】 スモモの一種
ハタンキョウ

ばたんきゅう 倒れ込むように寝入る 横になってすぐ寝付く

はたンもん 他の者 第三者 傍にいる者



はち… 接頭語 「はちけ」来るといいよ

はちあわする【鉢合せ】 衝突する 嫌な人と会う

ばちかぶる【罰被る】 罰が当たる ②人の分を支払う

ばちかやす ばちがやす 引っ繰り返す

はちきさね はちきはちき 来て直ぐ 来て早々

はちきなっせ お出で下さい いらっしゃいよ

はちきるる はちきれる 容器が破れて出る ②若さが溢れる

はちく 古語【淡竹】 中国原産の竹
ハ チ ク

ばちぐいかやす《牛深》 ばちくりかえる 引っ繰り返す

はちくう 来てしまおう 出向こう 〔はち〕は接頭語

はちくったい はちけ はちけい 来るが良いよ お出で

はちくる 待てずに来てしまう ②こちらから行く

はちげん【発言】 自慢話 大法螺 大言壮語 大袈裟な話
はちげん

はちげんはっどん はちげんはり 大法螺吹き
ほ ら

はちノすう はちンすう【蜂の巣】

はちもん【鉢物】 鉢植えの花木 ②鉢盛りの料理

はちわるる はちわれる【割れる】 壊れる 〔はち〕は接頭語

はつお 古語【初穂】 神仏に供える初物

はつおろし【初卸】 使い始めの品 ②処女 virgin

…ばっか ばっかし ばっかり《京》 …ばかり だけ 限り 直ぐ

はつかしか 恥ずかしい 照れ臭い きまりが悪い

はつかっせ(しぇ)する はつかっしゃする 恥ずかしがる

はっかぶる 吐きそうになる 嘔吐する
お う と

はっきらーとせん 明瞭でない 判然としない

はっじゅうはちや【八十八夜】 立春から八十八日目の夜

はっじょろさま【初精霊】 はっぜろさま 初盆を迎える精霊

はったいこ はっちゃんこ はってゃんこ はってんこ 古語【はったいこ】

麦粉 麦を炒って碾いた粉《京》

はったおす【張り倒す】 平手で殴り倒す《京》

はったり 実際以上に見せかけた虚言や行動《京》

ばったり古語【はったと】〔擬態音〕 全く ②急に 突然 差し迫って
オ ノ マ ト ペ

ばったり いかん 事態が急変する 駄目になる

ぱっち 股引 細身のズボン 《朝鮮語》《京》

ばっちぎるる ばっちぎれる 張り裂ける

ばっちょがさ 古語【ばってう笠】 真竹皮製笠 菅笠《京》

ばっちらかす ばっつらかす 放り散らす

ばっちり 完璧に 充分に きっちり ②抜け目なく

はっつくる はっつける 貼り付ける

はつっこう はなし 歯無し 歯が抜けた人
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ばっづまり 消化不良で満腹状態になる

ばっつまる ばっづまる 詰まってしまう 咀嚼できない

ばって ばってか 古語【ばとて】 然し だけど でも but

はってーた はってた 古語【果て行く】 行ってしまった 帰った ②死去した

はってーとる はってとる 行っている 帰っている 逃げている

はってかいた 行っしまった 逃げた 帰った ②逝去した

はってかした はってきなした 行かれた 帰られた ②逝去なさった

はってかす お行きになる 帰られる ②逝去なさる

はってきゃーた はってけーた《佐伊津 五和》 逃がした

はってく 古語【果て行く】 行ってしまう 帰る ②死ぬ

はってけ 行ってしまえ ②帰れ 戻れ

はってこ はってこーだ 行こう 帰ろう 戻ろう

バッテラ《ポルトガル語》bateira 発動機舟 ②舟形の押し鮨《牛深》

ばってん ばってんか 古語【ばとて】 然し but だけど

ぱっとせん 感心しない ②見栄えが良くない 目立たない

はつなのか【初七日】 葬儀後７日目の法要

ばっぱ ばっばい 祖母 grandmother《牛深》

はつほ はつを 古語【初穂】 神仏に供える初物

はつもん【初物】 初めての物 旬の物 ②処女 virgin

はつる 古語【削る】 削り取る 剥ぐ《京》
はつ

はつる 古語【果つ】 果てる 終わる end 尽きる ②死ぬ die

はでか【派手】gaiety 華美 ②大袈裟
お お げ さ

ばてぐるう 体をばたつかせて暴れる 七転八倒する

はでごろしゃ はでしゃ〈派手者〉 派手好きな人

はでなもん 派手なものだ 大袈裟だ

はと【波戸】 波止場 《日ポ》

はな 古語【端】edge 始め 最初 外れ《京》

…ばな …ばん …ですよ するよ なのだ のようだ「来たばな」

…ばない …するのですよ …しなさいよ 「来んばない」

はなあたま はながしら【鼻頭】 鼻 nose

はないきンあらか 鼻息が荒い 威勢がよい

はなかぶら 古語【鼻 蕪】 鼻 nose
はなかぶら

はなから 初っ端から 最初から
しょ はな

はなぐり〈鼻繰り〉 牛の係留用鼻輪

はなさき【鼻先】 鼻のあたま 目前 直前 just before 先端 top

はなさす はなしなす はなしなはる お話しになる

はなしがい はなしぎゃー〈離し飼い〉 放牧 ②放任

はなしもって【話以て】 話した上で 話ながら
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はなしンつくれん 話にならない 問題解決できない

はなだご【鼻団子】鼻状の米団子 盆料理

はなたて【花立て】 墓所の供花用花筒

はなたれ はなだれ【初垂れ】 酒の一番絞り
はな

はなたれ はなったれ【洟垂れ】 ②未熟者

はなつきあわする 対面する 折衝する

はなつっこ 鼻先から突っ込む 鼻先から落ちる

はなっぱしら【鼻柱】 鼻筋 nose bridge ②強情

はなつまみ〈鼻摘み〉 嫌われ者

はなづら 古語【鼻蔓 鼻面】 鼻先 鼻頭《京》
はなづら

はなつんぼ 嗅覚障害

はなはじき〈鼻弾き〉 鼻を弾くほど辛い食品 ②部外者扱い

はなびえンする〈花冷え〉 桜が咲く頃冷える

はなひる はなへる【洟放る】 洟をかむ 鼻汁を吹き出す

はなもたする【花持たす】 その人の手柄にしてやる

はなもひっかけん 全く相手にしない

…ばなん …ですよ …だよ …なのだ「良かばなん」

はなンす〈鼻腔〉 鼻の穴

はにゃーた《京》 はねーた【話した】 喋った

はにゃーた はねーた【放した】 離した

はにゃーっきかする はねーっきかする 話して聞かせる

はにゃーンみろ はねーンみろ 話してご覧 ②相談してみろ

はぬる はねる【跳ねる】jump 跳び上がる 飛散 ②終了

はぬる【撥ねる】 取り除く 排除する 弾き出す ②不合格

はねくりやる はねくる はねやる 排除する

はねもん 取り除いた粗悪品 不良品

…ばのい …ですよ …だよ するよ なのだ のようだ

はばかり 古語【憚り】 遠慮 恐れ慎む ②便所《京》
はばか

ばばさん ばばやん ばばん【お婆ちゃん】old woman

はばしか はばらしか【幅しい】 派手 ②勢いが良い

ははじょ ははじょう〈母上〉 母親 mother

ばばせき 真竹の皮で製作した大型の笠

はははははなか 母は歯は無い

はびこる 古語【蔓延る】 草木が伸び広がる ②盛んになる
は び こ

はぶつる はぶてる 古語【不貞る】 不貞腐る

不満があってすねる 当たり散らす 捨鉢になる

はぶてぐち 憎まれ口 減らず口 不平不満や文句を言う

はぶりノよか はぶりンのよか【羽振り】 暮らし向きがよい

はぼん【羽盆】 食べ物や食器を入れる縁付きの容器

はまらんば 嵌まらなければ 専心せねば



はまる 古語【嵌る】 没頭する 合致する 傾注 熱中 集中 夢中

②身動き出来ない ③騙される《日ポ》

はまンくら はまンこうら はまンこら【浜ノ河原・小浦】海岸 海浜 海辺 seaside

はみ 古語【食む】eat 食物 food 飼料 fodder《日ポ》
は

はみおけ【食み桶】 飼い葉桶 牛馬の飼料桶
は

はみくぃーノよか (牛馬の)食い込みがよい

はみずる【食み出る】 量が多くて外へ食み出す

はみゃーいく はめーいく 浜に行く

はむかう【歯向かう 刃向かう】逆らう 楯突く 反抗する

はやあがり はやじみゃー (仕事が)早く終わる

はやーもん はやさー 早いな 早い事よ 早いものだ

はやーもんがち はやかもんがち 早い者優先

はやいたーん あらまあ（感嘆詞）《下浦》

はやか【早い 速い】 quick 「ひこきゃ速か」

はやかいき 早い時期に 早いうちに

はやかいちり はやかだけ はやかばっかり 早いだけ

はやかほんぎょう 早さ第一に

はやかったたー はやかったもね 早かったじゃないか

はやからしたなん はやからしたよー 早かったですね

はやからす お早いですね

はやざく はやもん 早期栽培

はやさばけ【早捌け】 早く仕事が捗る

はやじみゃー はやじめー 仕事や食事が早期に終了する

はやす【生やす】 生えたままにする

はやとちり 古語はやとちめく】 早合点 ②狼狽する

はやまる 予定の時刻より早くなる《日ポ》

はやもん【早物】 早生 早稲
わ せ わ せ

はやりくさり はやりすたれ【流行廃り】 流行遅れ

はゆる 古語【生ゆ】 芽生える 自然に芽吹く「草ンはゆる」

はゆる 古語【映ゆ 栄ゆ】見映えが良い ②綺麗で引き立つ

はゆる 古語【延ゆ】 長く延ばす ②釣り糸を長く伸ばす

はよ はよう【早く】 「はよにゅうだ」早く寝よう

…ばよ …ばん …だよ 「雨ばよ」

はよあんなした お早いお着きで 早いお出ましでした

はようい はようして はようて 早すぎて 早いので

はようおすう はよおすう 早晩取り混ぜて 早期と晩期

はようから はように はよから 早くから 前から 以前に

はようきてじゃん はよきてじゃん 早かったのだね

はようきとく はよきとく 早く来ておく

はようけ はよけ はよけーい 早く来い



はようげん はよげん 早く 早くから 早めに

はようしゅうだ はよしゅうだ 早くしよう 急ごう

はよ しまえ 早く済ませなさい ②早く食べなさい

はよせー はよせろ はよせんか 早くしなさい hurry up

はよはよ 早々と 早くから ②さっさと てきぱきと

ばら 蚕の給餌に使う竹製の容器

はらいしぇー【腹癒】 怒りや恨みを晴らすための行為

はらいまえ【払い前】 支払い分 支払い義務

はらおび【腹帯】 岩田帯 妊娠５ヶ月目にする帯《日ポ》

はらかいた はらきゃーた はらけーた 腹を立てた

はらかかした はりかかした はるかかした ご立腹なさった

はらかかん はりかかん はるかかん 怒らない

はらかく はりかく はるかく 怒る angry 立腹する ②悔しがる

ばらかす 暴く 秘密を人に知らせる ②バラバラにする
あば

はらがんにゃー 胃弱体質 ②腹具合が悪い 内蔵疾患

はらくだす 下痢する ②金を使い果たす《京》

はらぐろか【腹黒い】wicked 根性が悪い ②邪心がある

はらげい【腹芸】 ②度胸や駆け引きで物事を処理する

はらごしらえ【腹拵え】 仕事に備え食事をする

はらごなし 消化を促進する食後の運動 ②陰湿な苛め

精神的な苦痛を与える意地悪

はらごもる はらむ 古語【孕む】conceive 妊娠する
はら

ばらす 秘密を暴く 秘密を人に知らせる ②殺す kill

はらぞくにゃー はらぞくねー 腹痛を起こす 下痢する

はらぞんぶん【腹存分】 腹一杯 満腹に

はらちぎゃー はらちげー【腹違い】 異母兄弟

はらつくばい はらばい 古語【蹲ふ】 腹這い sprawl
つくば

腹這いになる しゃがむ 抱腹 蹲踞
そんきょ

はらつくぼうて はらぼうて【腹這って】 俯せで 抱腹して
うつぶ

はらにすえかねる 我慢していたことが抑えきれなくなる

はらにもつ 内心の企み わだかまる 心に不平不満がたまる

はらばう【腹這う】 俯せになる
うつぶ

はらばえ【腹這え】 俯せになれ
うつぶ

はらはちごう はらはちぶ【腹八分】 控えめの食事

はらはら 気をもむ ひやひや どきどき

ばらばりゃーなす ばらばれーなす ばらばらに切り放す

ばらもん 古語【ばらもん凧】 唸り音を出す和凧 ②暴れン坊

はらわた 古語【腸】 内臓 ②精神 心の内

はらンしくしくする 腹痛 腹が絞るように痛む

はらンすわる 度量が付く ②覚悟する



はらンせく〈腹塞〉 腹痛 腹がひどく痛む

はらンたつ はらンきったつ【腹が立つ】 立腹する

はらンふとか 腹が大きい 満腹 ②太っ腹 度量がある ③妊婦

はらンかわンよじるる 腹の皮がひきつる ②笑いすぎる

…ばり …連れ 「みゅうとばり」

はりーぐさ〈払い草〉 刈り払った草 草を刈る

はりいまいやっと 払わなければならないのです《牛深》

はりおうて 古語【張り合ふ】 競合して 対抗して《日ポ》

はりかいた はりきゃーた はりけーた 腹を立てた

はりかきぶっつ はるかきぶっつ 怒りんぼ

はりくーで はりこーで【張り込む】 思い切り金を出す 奮発して

はりこむ 近世語【はりこむ】 見張る ②奮発する 高価な買物

はりしゃく ばりしゃく はち切れる 満杯で袋が破れる

ばりばり 物を破ったり剥がす音 ②てきぱき仕事をする

ばりゃーた 秘密を暴いた ②魚を捕り逃がした

はりゃーたまる はれーたまる 腹にたまる

はりやーンなか 張り合いが無い 拍子抜け

はるう【払う】 支払う pay 振り払う

はるーだ はろーだ 孕んだ 妊娠した

はるうっしもた はるっしもた 支払ってしまった

はるーどる はろーどる 孕んでいる 妊娠している

はるかいた はるきゃーた はるけーた 腹を立てた

はるかかいた はるかかした 立腹された 怒った

はるかかす はるかきなす 立腹なさる お怒りになられる

はるがね【針金】wire

はるっどう はるっどもん 晴れるだろうよ

はるっどかにゃ はるりーろ 晴れるだろうか

はるばう【腹這う】 俯せになる
うつぶ

はるばえ【腹這え】 俯せになれ
うつぶ

はるぼうてぬる 腹這いで寝る sprawl 俯せになる
うつぶ

はるる【映える】glow 見栄えする 奇麗で引き立つ《京》

はるる【晴れる】clear 青空になる ②心が明るくなる

はるる【腫れる】swell 脹れる むくむ

ばるる ばれる 発覚する 露見する ②魚を捕り逃がす

ばるる 暴れる rege ②ふざける 〔あ〕の省略
あば

はるればよかて はるればよかとん 晴れると良いが

はるゑゃーせーず 払わないのだもの

はれふさがる 目蓋が腫れて視界を塞ぐ 腫れ塞がる

はれもん 腫瘍 できもの

はれん はれんせん 見栄えがしない 引き立たない



ばれん 不正が暴露されない 見つからない

はろうだ【孕む】conceive 妊娠した

はわきだす 外へ掃き出す ②金を使い果たす

はわきだめ 掃き溜め ゴミ溜め 《日ポ》

はわく 古語【掃く】sweep 掃く 帚木で掃く《日ポ》
はは は は は き は

はゑーた はゑゃーた 古語【掃く】 掃いた 帚木で掃いた
はは は は は き

ばん【婆】 お婆ちゃん 《御所浦》

パン 《ポルトガル語》pão 食パン bread

…ばん …ですよ なのだ のようだ だろう

…ばん しなければならない 「せんばん」

ぱん 食べない 《高浜》 「飯ゃぱん。パンなろぷう」

ばんがた 夕方 exening 夕暮れ時 《京》

ばんげ【晩餉】 ばんめし【晩飯】supper 夕餉 夕食《京》

ばんげさにゃ ばんげさね 晩餉の時刻 夕食時間に
ば ん げ

バンコ 《ポ》banco 《オ》《ス》《イ》bank 縁台 長椅子 夕涼み用腰掛け bench

ばんざいした【万歳】 お手上げ 降参した ②閉口した

はんしょ【半 鐘】 はんしょがね（※鐘の重複）
はんしょう

ばんしとる 見張り番をしている 監視

はんずがめ はんぞうがめ【 楾 甓】 はんどがめ 水甓 jar
はんぞうかめ みずがめ

はんだい【飯台】 食卓 dining table 《日ポ・京》

はんだる 勃起する erect 《高浜》
ぼ っ き

はんどん はんどんたく 半休（土曜日） Saturday

はんにゃとう 古語【般若湯】《梵語》 お酒（僧侶が使う隠語）

ばんノみず〈番の水〉 灌漑用水を順番で使用する 引水の順番

はんノみぞ はんノみんぞ はんノめ〈針の溝 針の目〉 針穴

はんぱもん【半端物】不揃いの物 中途半端な品 不足品

ばんばらげ 囲いがなく見透視がよい所

バンビュー バイ科の貝 バイ貝

ばんまえ〈番前〉 当番 順番 turn 序列 order
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