
「か行」の天草方言 「天草方言集 鶴田 功著」

…か 語尾 …い 「赤っか」「きれか」

…が …だよ 「誰も居らんとが」

…が …よ …よね …のに 「俺がするが」俺がするのに

…が …ではないか 「来んがー」来ないではないか

かあちゃん mother かか 古語【嬶】 妻 家内 wife
かか

ガーゼ 《ドイツ語》Gaze ガーゼ

かーっくわんか かーっくわんけ 柿を食べないか

がーっぱ がーっぽ 古語【河 童】 河童
かはわらわ・かはわっぱ か っ ぱ

かーる かる《京》【借りる】borrow

かーンかんちいた 蚊が刺した （※ 蚊は噛みつかない）

…かい …かな …かね …ですか …なのか「来るかい」

…かい …しなさい 「さっさせんかい」

…かい …だろうか 「良かろかい」

…かい …から …によって 「後かい行く」《牛深》

かいー《日ポ》 かいか かいさ 古語【掻い】 痒い itchy
か かゆ

かいか【辛い】 ②塩辛い《牛深》

かいかい かっかい 背負う shoulder おんぶ （幼児語）

かいかぶる【買い被る】 実力以上に評価する 過評価

かいご かいごさん【蚕】

かいころす〈飼い殺す〉 可愛がって飼う 大事に飼う

かいさもかいさ 極度な痒み 我慢できないほどの痒み

かいさん かいらせん 帰さない

かいしゃーする かいせー(しぇ)する 痒がる

かいしょう【甲斐性】 生活力 力量 意気地

かいしょんなか 信託に応えられない 意気地なし

かいせん【疥癬】 伝染性皮膚病 肥前瘡

かいせんどいや【廻船問屋】 海運貨物の取次店

かいそくのうた かいそこのうた 買えなかった ②不要の物を買った

…かいた …かい …かね …ですか 「居るかいた」《大矢野》

…がいた …だよね …だろうが …する筈だ「居ろがいた」《大矢野》

かいたか かいてー かおごたる 買いたい

かいちん 古語【開枕】《梵語》 就寝時刻 午後九時

がいと がいとう【外套】 オーバー overcoat
がいとう

かいどう がいど【街道】 江戸時代の主要道路 脇往還

がいに【概に】 概ね 大体において 一般に 大凡 総じて
おおよそ

かいぶん【回文】 回覧の書状

かいもく【皆目】 全く 全然 一向に《京》
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かいもん【買い物】 shopping《京》

かいらん かえらん 帰らない

かいろい かいろかい かえろい 帰ろうよ 帰りましょう

かいんな かえんな 帰るな

かうまい かうみゃー 買うまい 買わないことにしよう

かえさん 帰さない ②返さない

かえし かえしもん かやしもん 贈答品に対する返礼の品

かえはなか 代わりはない 代用が出来ない

かえん 替えない 交換しない ②変えない

かおい かおかい かおだ かおわい 買おうか

かか かかぁ【嬶】 妻（ぞんざいな呼び名） 家内 ②奥さん
かかあ

かかいた かかった お書きになった 他人が書いた

かかええん かかえきらん 抱えることが出来ない 持てない

かかえてんど かかえんみろ 抱えてご覧

かかえる かかゆっ かかゆる 古語【抱へる】embrace 雇う 賄う manage

②妊娠する 庇護する《日ポ》

かかさん かくさま かっちゃま【嬶】 お母さん ②奥さん

かかさん 欠かさない 継続する

かかした かきなした かきなはった お書きになった

かかしなし かけなし かげなし 欠かさないで 継続して

かかじる 引っ掻く《竜ヶ岳》

かかす かきなす かきなはる《京》 お書きになる

かがっちいた かがりちいた 纏わりついた 抱きつい

かがっちいて かがりちいて 纏わりついて 抱きついて

かがっつく 纏わりつく 抱きつく 縋り付く しがみつく

かかっつけ 掛かり慣れている病院 担当医

かかっとる 仕事に専従している ②仕事を始めている

かかっとる 掛かっている ②釣れている ③施錠している

かがま 日陰地 shade《鬼池》

かがみしごつ 腰を屈めてする仕事 中腰の姿勢でする仕事

かがむ かごむ《京》〈屈む〉背を低くする しゃがむ ②入獄する

かがめ かごめ しゃがめ

かからする かからせる 触れさせる 扱わせる

かからすんな 触れさせるな

かからせられん 触れさせるわけにいかない

かからせん 触れさせない 扱わせない

かからん 触れない いじらない 扱わない

かからん 掛からない ②エンジンが起動しない ③魚が釣れない

かかり し始め 仕事開始

かかりえん かかりきらん 触れることができない
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かかりきり 掛かりっきり 専従 看病 看護 nursing

かかりご 嫡子 heir 跡取り 長男 総領《京》

かがりつく 抱きつく まつわりつく

かかりつけ 掛かり慣れている病院 主治医

かかりやー 巻き添え 腐れ縁 ②関わりあい 悪い繋がり

かかりゆ 古語【掛り湯】 上がり湯《京》

かかりンよか かかんノよか 利便がよい 便利 convenience

かかる【罹る】suffer 罹災する 蒙る receive 被る
かか

かかる 古語【掛かる】 触れる touch 扱う《日ポ・京》

かかる 関わる ②頼る ③合格する ④起動する ⑤し始め

かがる【縢る】darn 糸でからげて縫い合わせる 縫合 繕う mend
かが

かがる【根扱ぎ】 根こそぎむしり取る つかんで引き抜く 「草かがる」

かかろごとなか かかろごんなか 触れたくない

かかん 書かない 書きたくない

かかんな 触れるな いじるな 扱うな

かかんノなか 掛かりがない 掛け金具がない

かかんノわるか 利便が悪い 不便 道や水路の勝手が悪い

かがんもち【鏡餅】 歳徳神へ供える餅

がき【餓鬼】《梵語》 死後の世界の亡者 ②男児の呼称《京》

かきあつむる 掻き集める

かきえん かききらん かきゃーえん 書けない

かぎかくる かぎかむる【鍵掛ける】 施錠する

かきかけ かっかけ 書き始め 書く途中 記録中

かきくーきゃ …けー かっくーきゃ 柿を食べるか

かきくゎんきゃー かっくゎんけー 柿を食べないか

かきしゃぐ 掻き毟る 瘡蓋を剥ぐ
むし

かきそくなう かきそこなう 書き損じる

かきたくる 古語【掻きたくる】 しきりに掻く

かきたくる かきつらかす 乱暴に書く 無闇に書く

かきつくる【書き付ける】 書き記す ②書き慣れる

かぎつくる【嗅ぎ付ける】 ②探し出す

かきつけとる かきなれとる 書き慣れている

かきつらかす しきりに掻く やたらと掻く 掻きむしる

かきもち 古語【欠き餅】 鏡餅を欠いたもの 切り餅

かきゅい かきゅうだ 賭けよう

かきゅい かきゅうだ 掛けましょう

かぎんちょ【鉤】 鈎状の竿

かきンつう 柿の蔕 ②ごきぶり
へた

かぎんなし 限りなく 際限なく

かく【掻く】 掻き均す 掻き切る ②蒙る ③行為をする
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「イビキ掻く・裏掻く・恥掻く・藻掻く・湯掻く」

かくぃた 隠した 仕舞った

かくぃとる 古語【囲ひ】 隠している 仕舞っている

かくい かこい 古語【囲ひ】 他と区別する遮蔽物

かくう かこう 古語【囲ふ】enclose 隠す hide ②貯蔵する ③垣や塀等で囲む

④妾にする

がくがく がくんがくん 緩んで物がぶつかり合う音

かくさま かくさん かっちゃま お母さん ②奥さん

かくまう 古語【匿ふ】shelter 隠匿する そっと隠す
かくま

かぐむる かぐめる 頭上運搬 物を頭に載せて運ぶ《大江・日ポ》

かくる 古語【掛く】 掛ける hang 上に被せる ②水を浴びせる

かくる【賭ける】bet 賭け事をする ②託する

かぐる 古語【欠く】 欠ける 一部が壊れる ②不足する

かくれぜ【隠れ瀬】 暗礁 reef 隠れ礁

かくれごじょ かくれんご 隠れんぼ（子どもの遊び）

かけ【掛】 海に突き出たステージ状の作業場 干場《﨑津》

…がけ …序でに …途中に 「戻りがけ」

かけあう 古語【掛け合ふ】 折衝する 交渉 談判《日ポ》

かけあわする かけあわせる 交配させる 種を付ける

かけい 古語【掛け樋 筧 】 樋 水を引く樋
ひ かけひ とい

かけおうた【掛け会う】 折衝した 談判した

かげごつ【陰事】 中傷 非難 悪口

かけざお【掛け竿】 稲乾燥用の竿《日ポ》

かけずりまわる かけずる 方々を走り回る

かげぜん【陰膳】 本人に知らせず安全祈願の霊膳を供える

かげっぴら かげびら【陰平】 日陰地

がけっぷち【崖縁】 断崖 cliff

かげなし 欠かさず 休みなく

かけねなし〈掛け値無し〉 正価 net price

かげひなたなし〈陰日向なし） 言行に裏表がないこと 誠実

かげびら【陰平】 日陰地

かけぼし【架け干し】 稲を長竿に架けて干す 稲架
は ざ

かげもかたちもなか【陰も形もない】 跡形がない

かけもん《京》 かけもんさま 掛け軸 ②神仏などの書画

かけや 古語【掛け矢】 大工道具 木槌《京》

かけら 焼き物などの破片 欠片 断片

かげん 古語【加減】degree 程度 調和をとる《日ポ》

かげンしょうじん 〈陰ン精進〉 日向ぼこで日照権確保

かこ 古語【水夫】sailor 乗船員 crew《牛深》
か こ

かごうで【屈んで】 しゃがんで 腰を曲げて
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かこつくる 古語【託く】 他のせいにする ことよせる《日ポ》
かこつ

かごむ《京》〈屈む〉背を低くする しゃがむ ②入獄する

かさ【暈】halo 太陽や月の周囲に現れる光の輪
かさ

かさ がさ 古語【瘡】 腫瘍 発疹 できもの《日ポ》

かさあげ【嵩上げ】 土手などに土を盛る ②増額する

かざあな 古語【風穴】 風通し 通気孔

かさかさ 物が擦れる音 ②乾燥した皮膚

がさがさ 物音がする 摩擦音 乾燥した皮膚 ②粗雑

かざかみ【風上】 風が吹いてくる方向

かさくれ かさこっく 餅等の表面が凸凹の状態

かささしなっせ 傘を翳して下さい
さ

かざし かだし 古語【挿頭】 飾り餅 餡なしの餅
か ざ し

かさしぇ(せ)ーて かさしゃーて 傘を翳して
さ

がさつ〈我雑〉《京》 がさつか 粗野 粗暴 荒っぽい

かざったてて かざっつらきゃーて かざっつらけーて 飾り立てて

かさっぱち かさばっち【瘡】 腫瘍 瘡蓋
かさぶた

かさなる 古語【重なる】 重複する 何度も起こる ②交接

かさぬる 古語【重ぬ】pile 重ねる 積む ②繰り返す

かさねん 重ねない 積まない ②繰り返さない

かさばらん 量が多く見えない かさまない

かさばる【嵩張る】 量が脹れる かさむ
か さ ば

かざふくれ 瘡 発疹 できもの 風疹
かさ

かさぶた【瘡蓋】 傷口を覆う皮膚 《日ポ》

かざむき【風向き】 風位 ②ご機嫌 ③形勢 situation

かされん 貸すことが出来ない

かさん《京》 かしぇ(せ)ん 貸さない

かさんかい かさんきゃー かさんけ 貸してくれないか

かさンつう がさンつう 瘡蓋
かさぶた

かじ かち かちゅ 群れ group 徒党 集団

かしぃならん かしならん お貸し出来ない

かしぇ かしぇー【加勢】 支援 support 応援 aid 援助 relief 手伝い

かしぇ かしぇっくれ かしぇろ【貸せ】 貸してくれ

かじぇ【風】 wind

かじぇ【風邪】cold 「かぜけつろうた」

がじぇ 雲丹 馬糞雲丹

かしぇしぇろ【加勢】 加勢してください 手伝え

かしぇた【貸した】

かしぇてみろ かしぇんみろ 貸してご覧

かしぇなすな 貸せないでください

かせにん【加勢人】 手伝人 helper 助っ人 assistant



かしえん かしきらん かしゃーえん 貸すことは出来ない

かじぇひーた 風邪を患った ②風化した

かじぇひーとる 薬効が無くなっている

かしぇんか かしぇんかい 貸してくれないか

かしぇんてな かしぇんてや 貸さないと言うのか

かじかむ《京》 かじくる 凍える 寒さに手の動きが鈍る

かしき 古語【炊き】 炊事 cooking 炊事担当の乗船員
かし

かじくむ かちくむ かちゅくむ【徒党組む】 群れる 集団

かしこ がしこ 古語【畏】 これだけ ②女性の手紙文の結びの語
かしこ

かしこうか かしこか 古語【 畏 】 恐れ多い 尊い ②ずる賢い
かしこし

がしこんこつ がしこんこて こんなに沢山

…がした …でした ございました 「ありがとがした」

かじっつく 抱きつく 縋り付く かぶりつく

かしてみろ かしてんか《京》 かしてんど 貸してご覧

かしなっせ かしなはりまっせ お貸しください

かしむる かしめる 金属の輪などで固定する

がじむる がじめる【我占める】 欲張って独占する 掻き集める

かしやっしゅうだ かしゅーだな かしゅうわい 貸しましょう

かしゅうきゃー かしゅうけ かしゅうに かそうに 貸すものか

かしゅうごたなか かしゅうごつ… かしゅうごて… 貸したくない

かしゅうば かすとなろば かそうば 貸すならば

がじゅむ【縮む】chrink 縮れて小さくなる

かしわ【黄鶏】 毛色が茶色の鶏 高級鶏肉《京》

…がす …です …ございます 「そうでがす」

かずうでみろ かずうでん かずうでんか かずうンみろ 嗅いでご覧

かずえる かずゆる かんずる 古語【数ふ】 数える

かすかす かつかつ 限々 際々 すれすれ ②水分が少ない

がすがす 急激に減る ②大食いする

かずき 古語【潜き】dive 潜水漁 もぐり漁

かずく 古語【潜く】 潜水する 水中に潜る diving

かすくっだす かすくりだす【掻き出す】 詮索する

かすくりあがる【掠繰り上がる】 掻き上がる

かすくりこむ かすりこむ【掻き込む】 容器の底を浚う

かすくりじゃーた かすくりでーた 底から掻き出した

かすくる かする《京》 古語【掠る】 掻き出す 浚え取る

かすくれ 選り屑 残り物

かすけん かすせん かすっで かすで かすでか 貸すので

かすったい かすったな かすってー 貸しましょう

かすったくる かすっつらかす やたらと爪で引っ掻く

カステラ 《ポルトガル語》 Castilla 洋菓子
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…がすと …ですよ 「ようがすと」よいのです

がすまんずく 欲張る 独り占めする

かずむ 臭いを嗅ぐ

かすむる 古語【掠む】 掠める 盗む steal 奪い取る

かする 古語【貸す】lend 人に使わせる 力や知恵を与える

かする 古語【掠る】引っ掻く 微かに触れる《日ポ・京》

かすんな かせなすな かせなはんな 貸すな

かせ かせっくれ かせろ【貸せ】 貸してくれ

かせ かせー【加勢】 支援 support 応援 aid 援助 relief 手伝い

かぜ【風】 wind

かぜ【風邪】cold 「かぜけつろうた」

がぜ 雲丹 馬糞雲丹

かせー かせっくだっせ かせなっせ 貸してください

かせがう 急いで準備する 忙しく働く《牛深》

かせしゅい かせーしゅうだ 加勢しよう 手伝おう

かせせろ 加勢してください 手伝え

かせた【貸した】

かせたろう かせたろうば 貸せたならば

かせっくだっせ かせっくれ かせなっせ 貸してください

かせっくっどな 貸してください《竜ヶ岳》

かせてみろ かせんみろ 貸してご覧

かせなすな 貸せないでください

かせにん【加勢人】 手伝人 helper 助っ人 assistant

かぜひーた 風邪を患った ②風化した

かぜひーとる 薬効が無くなっている

かせらりゅうに 貸せる訳にいかない ②貸すはずがない

かせんか かせんかい 貸してくれないか

かせんてな かせんてや 貸さないと言うのか

かそごたなか …ごつ …ごて …ごと 貸したくない

かそうだ かそうだな かそうわい 貸しましょう

がた 古語【潟】 遠浅 beach 干潟 沼地《日ポ》
かた

がた 間隙 gap 隙間 緩み ②体調が悪くなる

…がた 古語【方】 …方 …の家 …たち

…がた …分 …価値 value …甲斐 「銭がた無か」

がたーある がたある それだけの値打ちがある value

かたーなか 形跡がない ②証拠がない

がたーなか がたなか 値しない 価値がない

かたーりごうし かたりごし 相互に 交代で

かたいじはる【片意地】 頑固に我を通す 強情っ張り

かたいっぽ かたっぽ かたひら【片一方 片方】
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かたか かちゃー かてゃー【堅い】hard 堅牢 頑固

かたがた【方々】 序でに 良い折り 「遊び方々」
つい

かたかた 物がぶつかり合って出る音

がたがた 物がぶつかり合って出る音 ②体が震える 壊れる

がたがたいうな がたがたぬかすな うるさく文句を言うな

かたぎ【気質】character 職業特有な気風 「職人気質」

かたぎ【堅気】 義理堅い 律儀 実直 ②まともな職業

かたぎ【堅木】 椿・樫など堅い雑木

かたぎる 言い張る 言い勝つ

かたぐい《牛深》 かたぐる かたげる《日ポ・京》 古語【担ぐ】 担う

背に負う shoulder

かたくっちょ 反対に 逆に《牛深》

カタクリ 片栗粉 カタクリの地下茎から澱粉をとる

かたげろ かたげろい かたげろな かたげんか 担ぎなさい

かたし【堅木】 山茶花の野生種 ツバキ科
サ ザ ン カ

かたじゃこて 勝たないことには 勝たなくてどうする

かたちいた かたぢいた 片付いた ②結婚した 所帯持ち

かたちんば【片跛】 足の長さが左右違う 跛足 ②不揃い
び つ こ

かたづく【片付く】 仕事が完了する 解決する ②嫁入る

かたつくる かたづくる かたづける【片付ける】

かたっつら かたつら【片面】one side 片側 一方

がたっと 急激に 突然に 突発的に

かたっとる 加わっている 参加している

かたっぱし かつがつ かっとしゅう 間髪入れず 順次《京》

かたつぶり 蝸 牛 snail でんでん虫 陸生巻き貝《京》
カタツムリ

かたっぽ かたっぽう 古語【片一方】 一対の片方《京》

かたで かたわりゃ【傍ら】 何かをする一方 序でに

かたておち【片手落ち】 一方に偏る 依怙贔屓 不公平
え こ ひ い き

かたなし【形無し】 体裁が作れない 格好が悪い

かたに かたね かちゃに【方荷】 一荷の半分

かたにとる【形】 抵当物件 「借金のかたにとる」

かたはらいたし【片腹痛し】 〔傍ら痛し〕の誤用 ②笑止千万 滑稽だ

ちゃんちゃらおかしい

かたびーた かたみーた【傾いた】 不振になった

かたびく かたぶく 古語【傾く】lean 傾く ②衰退する
かたぶ かたむ

かたびより 雨天 晴天の反対

かたひら かたびんた かたへら 片面 側面 one side 半面 half part

かたひらごうし かひらごし 左右が逆になった履き物

かたぶし【肩節】 肩関節

かたぶつ【堅物】honest man 賢人 真面目で融通の利かない人
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がたべりしとる がっぽり減っている 激減している

かたまり【 塊 】 集団 group ②ひと固まり
かたまり

かたまる【固まる】 haeden ②一カ所に集まる ③確かになる

かたまれ 集合しなさい 一ヶ所に集まれ ②動くな

かたまんな 寄り集まるな 一ヶ所にたむろするな

かたむる 固くする 確かにする ②一ヶ所に集める

かたもつ〈肩持つ〉 依怙贔屓する 味方する

かたらっさんかなん かたんなっせんか 仲間に加わりませんか

かたらん 加担しない 加わらない 共同しない

かたり かちゃり かてり 古語【加はり】 共同作業 労働交換

かたりごうし かたりばんこ かちゃりごし 交互に 交代で 相互に

かたる 古語【加ふ】 加担する 参加する 仲間に入る

かたる 古語【語る】 話す speak 喋る ②乳児が声を発する

かたれ 加われ 参加しろ 仲間入りしろ

かたわき かたわら 古語【傍ら】side 側 側近

かたわらいたし 古語【傍ら痛し】 側にいて心苦し《京》 いたたまれない

見苦しい 聞くに堪えない

かたわれ 対の片方 伴侶 companion ②セット外れ 半端 odd

かたん かてん かなわん 勝てない 適わない

かたンいぎる 肩が抉るように痛む

がたンくる 欠陥がみつかる ②体調が狂う

かたンこる 肩が凝り固まる 肩が硬直する

かたんどもん かつもんか 勝たないでしょう 勝つ筈がない

かたんな 加担するな 仲間に入るな

かたんなっせー かたんなはりまっせ 加担 仲間にお入り

かちあう がちあう がちおうた ぶつかり合う 重なる

かち かちあるき 古語【徒】 徒歩 歩く walk ②手ぶら
かち

かち かちゅ 群れ group 徒党 集団

かちかち がちがち 堅く固まる 凝固する ②緊張

かちきらん かちゃーえん 勝てない 敵わない

かちくむ かちゅくむ【徒党組む】 群れる 集団

かちたか かとうごたる 勝ちたい 負かしたい 勝利したい

かちに 古語【徒荷】 手荷物 luggage《京》
かち

がちゃがちゃ 物がぶつかる音 ②散乱している様

かちゃーもん かてーもん かてゃーもん 固いものだ

かちゃり かてり 古語【加はり】 共同作業 労働交換

かちゃん 母さん 母親

かちゅうい かちゅうかい かちゅうだ かちゅうわい 加えようよ

かちゅうみゃーだ かちゅうめーだ 仲間入れないことにしよう

かちわたり【徒渡り】 干潮時に浅瀬を歩いて渡る
かち
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かちんかちん 堅い ②凍り付く ③緊張する

…かつ …品物 「良かつ」「悪かつ」

…がつ …の物 …の所有 「俺がつ」

…がつ …がと …価値 …代価 …分 「千円がつ」

かつえる《京》 かつゆる 古語【餓る】 飢える hungry 腹が減る
かつえ

かつか かつかい かつなー かつねー かつやー 勝てるか

かっかいする 背負う shoulder （幼児語）

かっかけ 書き始め 書く途中 記録中

かっかする 火がついたような感じ ②興奮する 血が上る

かつかつ 限々 際々 すれすれ かろうじて どうに《京》
ぎりぎり きわぎわ

かつがつ 古語【且且】 次々に 片っ端《日ポ》

がつがつ〔擬態音〕 飢えている むさぼり喰う《京》
オ ノ マ ト ペ

かっかまんきゃー かっかまんけー 柿を食べないか

カッカラ カックァラ サルトリイバラ 団子の葉

がっかり がっくゎり がっぱり〔擬態音〕 落胆 失望
オ ノ マ ト ペ

がっかりノひっつく がっかんノ… 気が抜ける 気落ちする

かつきゃー かつけー かつなー かつねー 勝てるか

かつぐ【担ぐ】shoulder 騙して祭り上げる ②迷信

かっくーで かっこーで 掻き込んで

がっけーいく がっけいく 学校に行く

がっこいき〈学校行き〉 学童 学徒 通学生 児童生徒

かっこよか かっこノよか かっこンよか 格好が良い

かっこンつかん 体裁が整わない ②義理が果たせない

かっさばく 思いっきり捌く ②腹を切る

がつしかなか がとしきゃなか それだけの価値しかない

がっしゃに 纏めて 一度に 合わせて 全部 all

がっしょく【合食】 食べ合わせ 「鰻と梅干は合食」

かった【借りた】《京》 「傘借った」

かったし かっとし かっとしゅう 片っ端 次々と

かったり 確かと surely 手堅く 抜け目なく しっかり ちゃっかり

かったりー かったるか 【怠い】 けだるい もどかしい

かっちゃま かっつぁま かっつぁん お母さん mother

かっつ がっつう 成長不良の果物 萎縮病

がっつ 魚類 ホウボウ 魴鉘 《高浜》

かっつかっつ 最低限 最小限 ぎりぎり やっとのことで

かつっどう かつっどもん （仲間に）加えるでしょう

がっつり 合致 丁度 ぴったり 限度 適合する

かつて かって【嘗て】once 以前は ある時は 何時ぞやは

かっておく《京》 かっとく 借りる 借りておく

かってくう 古語【糅て】 添えて食べる 「菜かって食う」
かっ
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かってふんじゃー かってほうでゃー 勝手放題 勝手気儘

かっどうしゃしん かっどしゃしん【活動写真】 映画 movie

かっとし かっとしゅう 片っ端 次々と

かっとなろば かろうば 貸りるのならば

かつどもん かっどもん 勝つだろうよ 勝つと思う

カッパ 《ポルトガル語》capa 雨具 raincoat

がっぱする がっぱりする 落胆する 失望する ②疲れる

かっぱる 盗む steal 奪う rob

かっぷ かっぷぅ【株】stump 木の根

かっぷくのよか 恰幅がよい 体格がよい 風采がよい

かっぽ【株】stump 木や竹の根 竹筒《竜ヶ岳》

がっぽり 残らず 根刮ぎ そっくり ごっそり 全部 all

かつる かてる《京》 加える add 増す ②参加させる 仲間にする

かつるる かつれる【餓る】飢える be hungry《日ポ・京》
かつえ

かつんな 加えるな 参加させるな 仲間に入れるな

…がて …所有に 「俺がて 入れろ」

かてい かてー かてなー かてなっせ かてろーン 仲間に入れてくれ

参加させてくれ

かてちやる かててやる 加えて遣る 添えて遣る

かてっくだっせ かてっくれなー 仲間に入れて下さい

かててくわえて 更に加えて

かてとく 加えておく 追加しておく ②付録 supplement

かてめし 古語【糅て飯】 野菜を混ぜた炊き込みご飯
か

…がてら がてりゃ 古語【がてり】 序でに《日ポ》
つい

かてる《京》 加える add 増す ②参加させる 仲間にする

かてろ かてろい 加えろ 増量しろ 参加させろ

かてん 加えない 仲間に入れない

がてん 古語【合点】consent 納得 承諾 consent 同意

…がと …の物 …の所有物 「俺がと」

…がと 価値 value 分量 measure 程 「千円がと下っせ」

かとーい かとうして かとうて 堅くて 堅すぎる

かとうきゃー かとうけー かとうに 勝つ筈がない

かとうげん かとうに 堅く 堅めに

かとうなる かとしなる かとなる 硬くなる ②緊張する

かどぐち【門口】gate 門の前 屋敷の入り口

かどごつ かどごて【門毎】 玄関毎 家毎

かどわかす 古語【誘拐す】 誘拐する だます
かどはか

かどンたつ【角立つ】 険悪になる 穏やかでなくなる

かな【鉋】 plane 大工道具
かんな

…かな …かなん …ですか …なのか 「済んだかな」
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…がな …ですか …しますか しますよ「俺がするがな」

…がなー …でしょう 「よかろがな」

かないやっせん 適いません 勝てません

かなう 古語【叶ふ 適ふ】 思い通りになる 効く ②相手に勝つ《日ポ》

かなうかい かなうきゃー かなうけー 勝てるか

かなおーきゃー かなおうけ かなおうに 敵う筈がない

かなぎ きびなご (魚名)

かなきりごえ【金切り声】 甲高い声

かなけ【金気】 鉄分 鉄鍋の垢 metallic taste

かなさび かなさぶ【錆】rust 金属の錆

かなしか 悲しい sorrowful

かなしばり 古語【金縛り】 緊張で身体が硬直する

かなじゃく かねじゃく〈矩 尺 曲 尺 〉measure 金定規
かねじゃく かねじゃく

かなすね〈金脛〉 向こう脛 leg

かなだりゃー かなだれー《佐伊津 五和》【金盥】
たらい

かなっさ 悲しいことよ ああ悲しい

かなどる 茹で麺を一口大に取り分ける

かなぶん かなぶんぶん かねぶんぶん 黄金虫 scarab
コガネムシ

かなまけ 金属気触れ 金属の刺激で皮膚が炎症を起こす
か ぶ

かなもん【金物】hardware 金属性の器具

かなゆる 古語【叶ふ 適ふ】 思い通りになる 勝つ

がなる 怒鳴る shout 喚く 大声を出す《京》

かなわん 古語【適はず】 勝てない ②思うようにならない

…かなん …ですか …しますか 「見るかなん」

がにまた〈蟹股〉 股を広げた格好

…かにゃ …かね …するか …だろうか 「来っどかね」

がね【蟹】crab 甲羅や鋏を持った動物

…かね …かん …ですか …なのか 「良かね・良かかん」

…がね …しますよ 「俺がするがね」

…がね …ですよ …じゃないですか 「良かがね」《崎津》

かねあい 古語【兼ね合ひ】 釣り合い 良い頃合

がねあげ【蟹揚げ】 芋の天ぷら (形が蟹に似ている)

かねて 古語【予ねて】 予め 前もって 以前から
あらかじ

ガネビ ガネブ ヤマブドウ ブドウ科

がねンつう 蟹の甲羅

かねンて 直角 right ungle 垂直

がねンめ 蟹の目 ②石油ランプ

…かの …かのい …ですか …しますか 「良かかの」

…かのー …してみませんか 「来んかのー」

かのうとる 古語【叶ふ 敵う】suit 思い通りにできる 巧である
かの
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かばいだてする かばう《京》【庇う】protect 庇護する

かぱかぱ 物がこびりつく

がばがば 表面が荒れている

かばしい かばしか 古語【香ばし】 香りがいい
かう

がはつか 粗暴 乱暴 粗野

がばっとおきる 古語【がはと】 急に起きる

がばと がばっと ごっそり 全部 all 一纏めに

かびーとる 傾いている 穂首が垂れている

かびく かぶく 古語【傾く】 ②頭(穂)を垂れる ③歌舞伎を舞う
かぶ

かぶ【黴】 カビ 「カブんはゆる」

かぶ かぶら 古語【蕪】 菘（春の七草）
ナズナ

がぶがぶのむ がぶのみ 勢いよく音を立てて飲む《日ポ》

かぶする【被せる】 上から覆う 蓋をする ②責任を負わせる

カプセル 《ドイツ語》 Kapsel

がぶっしょ 頭 head 《大矢野》

がぶっしょうか がぶっしょか 体格が頑丈だ 丈夫だ

がぶったくる がぶっつらかす 激しく揺る

かぶっつく かぶりつく《京》 食いつく 噛みつく むしゃぶりつく

かぶと【兜】helmet ②鶏冠 cockscomb
と さ か

かぶら がぶら かぶり 古語【頭】head《京》
かぶり

かぶりふる 頭を振る ②賛否の表現

かぶる 古語【被る】put on 頭を覆う ②被害を蒙る ③責任をとる

④罪を受ける ⑤失敗 ⑥水を浴びる

…かぶる …しそうになる 「ねぶりかぶる」

がぶる 大きく揺る 乗物を揺り動かす《京》

かぶるる 化粧品などで肌に湿疹が出来る

かぶれ【感れ】 気触れ 皮膚炎 湿疹

かぶんすう【仮分数】 分子が分母より大きい数 ②頭が大きい人

かぶンはゆる【黴】mold 黴が生じる

かべいた【壁板】 ②囲い 間仕切り partition《日ポ》

かぼうっくるる かぼうてやる【庇う】protect 庇護する

がぼがぼ ゆとりがある

かぼそか【か細い】 細くて弱々しい 貧弱

カボチャ 《カンボジア》Cambodia 南瓜 pumpkin ウリ科
カボチャ

かまいた かました 噛んだ ②食べた

かまいなしで お構いなしで お世話が届かないで

かまいなすな かまわんでくだっせ どうぞお構いなく

かまう【構う】care for 面倒見る 世話する 接待する 干渉する

かまえ 古語【構へ】 構え 門 gate 垣 fence 家の造作物

かまえて 身構えて 用意して 準備して
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かまかくる 誘導尋問する 探りを入れる

がまがま【我慢】 精力的 energy 活発 健康 healthy

かまくる かまける《京》 一事に熱中して注意緩慢になる
かんまん

かまげ かます【叺】straw bag 稲藁を編んだ袋《日ポ》
かます

かまごや かまなや かまや【釜屋】 別棟の炊事場

かました かまった お食べになった

がまじゃーた がまでーた 精出した 頑張った

かまする 噛ませる 機械の中に挟込む ②打撃を与える

かまだき 釜で茹でる ②薪

がまださす がまだしなす 頑張っていらっしゃる

がまだしもん 働き者 頑張りや 勤勉家

がまだす【我慢出す】 頑張る good luck 励む 精を出す

がまだそうで がまだそで 頑張ろうではないか 頑張ろうよ

かまでにゃひんのめ【噛まずに飲み込め】

かまち 古語【框】frame 建具の化粧枠 枠の桟木《日ポ》

かまや【竈屋】 炊事場

かまゆる【構える】 家を建てる 姿勢や体勢を整える

かまるる 噛まれる ②刺される

かまわじくだっせ かまわじくれな 構わないで下さい

かまん 噛まない ②食べない ③挟み込まない

かまんかい かまんかな かまんかん かまんけ 食べないか

かまンこうじんさま【竈荒神】 三宝荒神 竈の神様 火の神 屋敷神
かまどこうじん

かみかけ かんかけ〈噛み掛け〉 歯形の付いた果物

かみかみ【噛み噛み】 噛みながら 食べながら《京》

がみがみ〔擬態音〕 ことうるさく言う くどくどと言う
オ ノ マ ト ペ

かみぎ【ご神木】 神社境内に植えてある古木

かみこなす よく咀嚼する ②充分に理解する

かみざ 古語【上座】 上席 貴賓席

かみしゃかき【神榊】 榊 ツバキ科 神の供える花木
サカキ

かみつらかす かんつらかす 噛み散らす 激しく噛む

かみなっせ 噛んで下さい ②食べて下さい 「餅かめな」

かみなりさま【雷】thunder 雷鳴 （事象敬語）

がむしゃら【我無者羅】 向こう見ず 無鉄砲

かむる かめる 施錠する 鍵を掛ける

がめ【亀】tortoise 石亀 ②田亀（昆虫）

かめぃ かめー かめなー 噛めよ ②食べろよ

がめちぃ がめつか 欲張り けち 強欲 貪欲

がめる 自分の物にする ちょろまかす せしめる 盗む かすめ取る 隠匿する

がめンつう 亀の甲羅

かもうだ 噛んでみよう ②食べてみようよ
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かもうちゃならん かもちゃならん 構ってはいけない

かもうてくれなすな かもうっくれなすなな 構わないで下さい

かもじ 古語【髪文字】 髪 ②添え髪（女房ことば）《京》

かもしれん かんしれん かも知れない 不確実な推量

がやがや 大勢の騒がしい話し声

…がや …しますよ …ですよ 「来いがや」《牛深》

かやしもん 贈答物の返礼品 お返し

かやす【返す】戻す ②返礼する 恩に報いる《日ポ・京》

かやす かやらかす かやれかす【孵す】hatch 孵化《京》
かえ

かやりこくる かやりこむ 転げ落ちる 引っ繰り返る

かやる【返る】return 元に戻る 倒れる tumble ②孵化する

かゆい かゆうだ かゆうで かゆうわい 交換しよう

かゆる 古語【変ゆ】 変える change ②直す

かゆる 古語【換ゆ】 換えるchange 取り替える し直す

かゆる 古語【代ゆ】 代える 交替する 代理をする

かゆんな 変えるな 変更するな

かよい【通帳】 買い掛け帳 ②貯金通帳

かよわか かよわしか か弱い ひ弱 弱々しい

…から …で …によって 「車から来た」車で来た

がら【柄】 立場 身分 ②品格 ③体つき ④模様

がらあき 空いている 閑散としている

からいき からゆきさん【唐行き】 中国方面への出稼ぎ女性

からいご【背負い籠】 背負い式運搬具

からいも【唐芋】 薩摩芋 甘藷 sweet potato

からいっしょう 一生涯 これから先の一生涯

からいばり【空威張り】 空元気 虚勢 bluster 強がり

からう かるう 古語【かろふ かるふ】 背負う shoulder

がらかぶ〈笠子〉 カサゴ科の磯魚
カ サ ゴ

からから 乾いた様 ②のどが渇く

がらがら 空いている 閑散としている ②回転する音

がらくた 値打ちのない物 不要品

からくり 古語【絡繰り】device 仕掛け 装置

からぐる からげる《京》 かりぐる かるぐる 古語【絡ぐ】tie up 縛る 端折る

捲り上げる《日ポ》

からげ《京》 からげひも 和装用の腰紐

からす【烏】crow ②健忘症 忘れん坊 物忘れの酷い人

カラスグチ カラスグチナワ 烏蛇 ヤマカガシ

カラスグリ カラスゴウリ カラスゴリ カラスウリ

からすっぽ からっぽ からっぽす 中身が無い 空洞

からすまがり 足の痙攣 引き攣り
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からだしまう〈体仕舞う〉 体調を壊す 病気する

がらっぱ がらっぽ 古語【河 童】 河童
かはわらわ・かはわっぱ か っ ぱ

からつもん 佐賀県の唐津焼（陶磁器）

からと からひつ 古語【屍櫃 空櫃】 神を祀る石の祠
からうと からひつ ほこら

からぶる からべる 古語【乾ぶ】 乾く dry 腫瘍が乾く

からま 小潮 潮の干満差が少ない時期

からむ 相手に巻き付く もつれる ②言いがかりをつける

からむすび【唐結び】 直結 本結び 紐の結び法

からわるる かるわるる 負ぶさる 他力に頼る

からん かりらん かりん 借りない

がらンわるか 色柄が悪い ②素行が悪い

…かり …かる …から …によって 「船かり来た」

がり 萎縮した果物や野菜 ②成長不良 ③痩せている

かりあぐる 古語【かり上ぐ】 絡げ上げる 裾を端折る

かりー かるか 古語【軽し】目方が軽い light ②軽率だ

かりー かりゃー かれー【辛い】 ②塩辛い salty

かりーもん かるさー 軽いな 軽いものだ

かりーもん かりゃー かるさー 辛いな 辛いものだ

がりがさ【瘡】 皮膚病 できもの

かりかま かるかま【刈り鎌】 草刈り鎌

がりがりもうじゃ【亡者】利己主義者 ② ひどく痩せた亡者

かりくそ〈雁糞〉 恥垢 陰部の垢

かりくび がんくび【雁首】 ②キセルの頭部 首根っ子 ③亀頭

かりぐる かるぐる かるげる 古語【絡ぐ】tie up 縛る 端折る

かりもん【借り物】 借りた物 身につかない ②受け売り

かりゃー かりゃーこ 背負い籠 背負い式運搬具

かりゃー《京》 かりゃーもん かるさー 辛いものだ

かる【借る】 借りる 拝借する

…かる …から …によって 「こっかる先ゃ行かれん」

…がる …のような 「花んがる」

かるう 背負う shoulder 負う bear 負担する be charge《日ポ》

かるうい かるうしてのさん 辛くて我慢できない

かるーか かるか【軽い】light 軽薄だ 軽率だ《日ポ》

かるうに かるうかるう かるうげん 軽く 軽めに 少量

かるえ かるゑ 背負え 負担しろ

かるか【辛い】 刺激性の味覚 ②塩辛さ ③厳しい評価

かるがる【軽々】 如何にも軽そうに ②容易く
た や す

かるぐる かるげる 古語【絡ぐ】tie up 縛る 端折る

かるげて 絡げて 縛って 端折って

かるさもかるさ とても辛い
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かるしゃー かるせー 軽そうに 軽がって

かるしゃー かるせー 辛そうに 辛さに

カルタ 《ポルトガル語》carta 絵札 card 地図 map

カルテ 《ドイツ語》Karte カルテ 診療記録

かるへー〈軽平〉 軽薄な人

カルメラ《ポルトガル語》caramelo キャラメル caramel

かるる 古語【枯る】 枯れる 草木が乾いて死ぬ ②芸が熟達する

カルワ 魚名 カレイ

かるわする かるわせる 背負わせる 委任 ②負担させる

かるわるる かるわれる 負ぶさる 背負われる

かるわん 負わない 背負わない ②負担しない

かれこれ 凡そ almost 大体 outline ②間も無く soon

かれとる【枯れる】 枯渇する ②芸が熟達している

かろうと 古語【屍櫃 空櫃】 神を祀る石の祠《本町》
からうと からひつ ほこら

かろじって かろじる 欲張って

がわ【側】side 外側 outside 周囲 物のまわり ②団子の皮

かわいそうか かわいそか【可哀想】

かわかぶり〈皮被り〉 包茎

かわきり 古語【皮切り】beginning 最初のお灸 ②物事の最初

かわごとくう かわなりーくう 表皮のまま剥かずに食べる

かわさにゃ かわさね かわさん 川に 川の方へ

がわたろう がわっぱ がわっぽ 古語【河太郎 河 童】
かはわらわ・かはわっぱ

かわっきっとる かわっきる 完全に乾く《日ポ》

かわべり 川っ縁 川沿い 川岸 riverside《日ポ》

かわや 古語【厠】lavatory 雪隠 便所《京》
かはや せっちん

かわらす かわンなす かわンなはる 交代なさる

かわらけ 古語【土器】 素焼の土《日ポ・京》 ②無毛の性器
かはらけ

かわり 代理 agency 代価 price 代償 交代 交替

かわりごし かわりばんこ 《京》 交代で 交互に

かわりまっしゅう …やっしゅう かわろい かわろだ 交代しよう

がわンもん 側の人 周りの者 第三者 third person

かゑー かゑゃー 川に

かん【母】 お母さん《御所浦》

かん【疳】 かんノむし 疳の虫 脾疳 小児の慢性胃腸病

がん がんおけ【棺桶】 死体を納める棺

…かん …か …ですか 「居るかん」居ますか

かんがえなし かんげーなし 知恵なし ②思慮なし

かんがえむのう かんがえものう 思慮も無く 無分別に

かんがえもん 思慮の余地あり 思考を要する

がんかくる【願】 祈願する pray 神仏に願を掛ける
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がんがじぇ がんがぜ 雲丹

かんがゆる【考える】think 判断する 思考する

かんかん がんがん【缶】can 空き缶

がんがんする 頭の中で鐘を打ち鳴らすように痛む

かんかんでり 強い日照り 《京》

がんきかす【願】 神仏が人々の願いや悩みを適えてくれる

かんきる【噛み切る】

がんくび【雁首】 ②キセル 首根っ子 ③頭数 ④亀頭

かんくり かんくる かんこり かんぼち【氷】

かんぐる【勘繰る】suspect 疑う doubt 憶測する 気を回す《京》

かんげ【髪の毛】 hair 「かんげさばく」髪を梳かす
と

かんげーなし 考えなし 予測なく 思慮なく

かんけつ【拳骨】鉄拳《御領》

かんげつむ かんげはさむ 髪を刈る 髪を切る

がんこつ こんなこと

かんざまし お燗が冷めたお酒

かんざらし 古語【寒晒し】 真冬の寒に晒して作る白玉粉

がんじがらめ【雁字搦め】 身動きが取れないほど縛る《京》

がんじがんじする（幼児語） よく噛む

かんしゃく【癇癪】 短気 怒り易い性質 《京》

かんしゃくもち 癇癪持ち 短気者 怒りんぼ《京》

かんしゃくゐ(ぃ)さわる 立腹する

かんじょう【勘定】counting 計算 算用 ②代金 ③経済的 割安

がんじょうじ【願成就】 願いが叶う

かんじょンわるか 不経済だ 割高だ

かんじん 古語【勧 進】 托鉢修行の僧侶 ②乞食
くゎんじん

かんずる かんぬる かんねる 古語【数ふ】 数える count

かんぜ(じぇ) 便所 lavatory《鬼池》

かんぜ(じぇ)そくにゃー かんぜそくねー 数え違い

かんぜ(じぇ)てみろ かんぜんみろ 数えてご覧

かんたくる かんたじる かんたたじる 噛み散らす

がんたれ 粗悪な品 ぼろ

かんちー〈干乳〉 第二子が生まれて母乳を貰えない長子

かんちーた【噛み付いた】 食いついた ②激しく文句を言った

かんちょ かんぽ かんも【甘藷】 唐芋 sweet potato

かんちぎゃー かんちげー【勘違い】

がんつきノわるか がんつきンわるか 眼 目つきが悪い

かんつく【噛み付く】 食いつく ②くってかかる

がんつくる がんつける 睨み付ける

かんつっだす【疳】 前に味わった良い気分を思い出す



がんづめ【雁爪】 数本の爪がついた作業用具

かんつらきゃーとる かんつらけーとる 噛み散らしている

カンテラ 《オランダ語》kandelaar 石油ランプ lamp

がんと このような物

がんどぐち 憎まれ口 悪口雑言

かんとりそくのうた 直感が働かなかった ②調整不能

かんな かんなすな かんなな かんなね 借りるな

かんなし【勘無し】 知恵なし 気が利かない

がんにゃ がんにゃー 肢体が不自由 手先が不器用

かんぬき〈閂〉 門や開戸を施錠する横木

かんね かんねね かんねん 古語【堪忍】 勘弁 御免

カンネカズラ 葛 葛巻 蔦 蔓 蔓草類
くず つた かずら つるくさ

かんねせろ 古語【堪忍】《梵語》 勘弁してくれ 御免なさい

かんねせん 勘弁ならない 誤っても許せない

かんノでくる【疳】 幼児がむずかる状態 脾疳 疳の虫

かんば かんばどん〈汗馬 駻馬〉 強い馬 ②木材売買業者 山師

がんば〈虎河豚〉 マフグ科の魚
ト ラ フ グ

かんばしゅうなか 思わしくない 容態が悪い

がんばろい がんばろだ 頑張ろう 頑張りましょう

かんひきだす【疳】 思い止まっていたことを再び思い出す

かんぴしゃぐ 歯で噛み潰す

カンピュウ【干瓢】 夕顔フクベの乾燥食品 ②干し大根

かんびん【燗瓶】 酒を温める容器

がんぶり 満水 液体が容器に満杯になる ②満潮 full tide

カンフル 《オランダ語》kamfer カンフル注射 強心剤 camphor

かんぽ【甘藷】 sweet potato 唐芋 薩摩芋《竜ヶ岳》

がんぼい 満水 満杯 液体が容器一杯に満ちる《牛深》

かんぽげ 空っぽ 《島子》

かんぽす 能無し 勘無し 馬鹿 fool（罵言）

がんほどき がんぼとき【願解き】 願成就お礼詣

かんまん 構わない 相手にしない 気を使わない

…かんも …かんもい …ですか …しますか 「良かかんもい」《志柿》

かんや【寒夜】 冬の夜 寒気 寒さ加減 時候

かんわる【噛み割る】
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