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「き行」の天草方言 「天草方言集 鶴田 功著」

きあいいるる【気合い】《日ポ》 きやい 気力を引き出す ②気迫のこもった掛け声

…ぎー …ぎり …限り …なら 「良かぎー 来ぇ」

きーうしなう きうしなう〈気を失う〉 失神する 気絶する

きーうせんうち 来ない間に 来て直ぐに

きーぃえ きいぅゑ 聞いておいて 聞いてから《下浦》

きーえらっさん きーきらっさん お出でになれない

きーえられん きーきられん （第三者が）来られない

きーえん きーきらん 来られない 行けない

きーえん きーきらん 着られない 着ることが出来ない

きーきー〈来来〉 来ながら 道中 道すがら 時々来る

きーきかする きーきかせる 気を利かせる

きーきっどん 木挽き労務者 木材の伐採労務者

きーきる 着られる 着ることが出来る

きーきる 木を切る 木材の伐採

きーきる きーゆる 来られる 行ける

きーきれバけー きーゆれバけー 来られたなら来なさい

きーきろきゃ きーきろけー きーきろに 来られる筈がない

きーくさった きくさった きはたした きやがった 〔来た〕の卑語

きーくたぶれ【気草臥れ】 気苦労 気心配《京》

きーごたいらん きーごついらん 来る必要は無い

きーしぇーすれば きーしゃかすれば 来さえすれば 来るだけで

きいしな きしな《京》 来る途中 来がけに

きいたがさいご 聞いたからには 聞いた以上は

きいたこつなか きいたこんなか 聞いたことが無い

きいたせんか きいたで きいたでか …もんじゃっで 聞いたので

きいたつ きいたと 聞いたのだ

きいたっさい きいたっさな きいたっさね 聞いたのですよ

きいたっどもん きいたろもん きいつろもん 聞いただろう

きいたもね きいたろが 聞いたじゃないか

きいたもんじゃっで 聞いたものだから

きいちくって きいっくって 聞いて来ますから

きいちけ きいっけ きいてけ 聞いてこい

きいちゃーいかん きいちゃならん 聞いてはならない

きいちゃおらん きいてにゃおらん きいとらん 聞いていない

きいちゃーおれん 聞いておれない 聞くに忍びない

きいちゃーみゅーだ きいてにゃみゅーだ 聞いてはみよう

きいちゃーみる きいてにゃみる 聞くだけ聞いてはみる
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きいつかう きづかう 気遣いする 気を配る《京》

きいっくっど きいっくっどな 聞いて下さい《竜ヶ岳》

きいっくだっせ きいっくれ 聞いて下さい 尋ねてよ

きいつけて 気を付けて 用心して《京》

きいてみろ きいてんど きいンみろ 聞いてご覧 尋ねてみろ

きいとかんばね きいとけぞ よく聞いておきなさいよ

きいときなっせ きいとんなっせ 聞いていて下さい

きいとく 聞いておく 尋ねておく

きいとけ きいとれ 聞いておけ 尋ねておけ

きいとこだ きいとこわい 聞いて置こう 伺っておこう

きいとった 聞いていた

きいとっちゃろう きいとっどもん 聞いているだろう

きいとっと 聞いている処だ 聴いていた

きいとっとー きいとっとね きいとるね 聞いているのか

きいとっともとった きいとっどもとった 聞いていると思っていた

きいとらるる きいとられる 気が散る 気が散漫になる

きいとられん 聞くに堪えない 聞き難い

きいとる 聞いている ②承知している

きいどんすんな 決して来るなよ 来たりしたら承知しない

きーならん 来られない《御所浦 竜ヶ岳 栖本 倉岳》

きーにっか きにっか【来難い】 来辛い

きーノねばり 木の根毛

きーはさっさーず きーはされーず お出でにならないのだもの

きーはせーず きはせーず 来ないのだもの

きーはせんどか きはせんどかにゃ 来るのではないだろうか

きいはっとる 緊張している

きーみちしらん 来るべきなのに来ない

きーもせん きもせん （来るべきなのに）来もしない

きいもたする 期待させる その気を起こさせる

きいもむ 気を揉む 心配する やきもきする《京》

きーゆっどかい きーゆりーろ 来ることが出来るだろうか

きいらん きにいらん きにくわん 気に入らない

きいらんこついう 気に入らない事を言う 嫌な事を言う

きいらんこっすんな 気に入らない事をするな 嫌な事をするな

きーわく〈分く〉 木材を縦に切り分ける

きいンみさい きいンみされ きいンみろ 聞いてご覧

きいンみてくれ きいンみなっせ 聞いてみて下さい

きいンみゅーだ 聞いてみようよ 尋ねてみよう

きえーた【消した】 消火した 消灯した《佐伊津 五和》

きえーたけー 消したかい 消しましたか《佐伊津 五和》
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きえする 古語【帰依】《梵語》 神仏を信仰する（仏教語）

きえん 消えない 消せない

きおちする【気落ちする】 落胆する

きかいた きかった【聞いた】 問うた 質問した

きがきじゃか きがきじゃなか 酷く気を揉む 心配する

きがくる【気掛ける】 よく注意する 気をつける

きがけ〈来掛け〉 来る途中に

きかじーくだっせ きかじーくれな 聞かないでください

きかしぇろ きかせろ 聞かせなさい

きかした ききなした お聞きになった 聞き届けた 質問なさった

きかしゅうかい きかそうかい 聞かせようか

きがしれん きノしれん 気持ちが分からない

きかす 上代敬語【聞かす】 聞かれる お聞きになる

きかすんな 聞かせるな

きかせっくだっせ きかせなっせ お聞かせください

きかせなすな きかせなはんな お聞かせなさいますな

きかっさん ききなっせん ききなはらん 聞き入れない

きかでにゃ きかでん きかんで 聞かないで

きかにゃん きかんばつまらん …ならん きかんばん 聞かなければならない

きかれん 聞かなかった 聞けない

きかん 古語【聞かぬ】 聞かない 聞き入れない

きかん 古語【利かぬ】《京》 きけん 利かない 効き目が無い ②酔わない

きかんか きかんな きかんね よく聞きなさい 尋ねなさい

きかんがまし きかんがよか 聞かない方がよい

きかんどもん 聞かないだろうね 聞きませんでしたか

ききあわする 古語【聞き合はす】 色々聞いて考え合わす

ききうで【利き腕】right arm 力がはいる方の腕

ききしゃーすれば ききしゃかすれば 聞きさえすれば

ききそくのぅた ききそこのぅた 聞き損なった

ききつくろう【聞き繕う】 良く聞いて検討する

ききづらか 聞き辛い 聞くに耐えない

ききとれん 聞き取れない 聴き取りにくい

ききなしたか ききなはったか お聞きになりましたか

ききにっか 聞き難い 聞き辛い 聞くに耐えない

ききまっしゅかい ききやっしゅかい お聞きしましょうか

ききみみたつる【聞き耳】 耳をそばだてて聞く

ききもせーでにゃ ききもせーでん ききもせんで 聞きもしないで

ききやーた 何度も聞いて飽きた 耳蛸だ

ぎくしゃく 物事がしっくりいかない くい違い

きくさる きはたす きやがる 〔来る〕の卑語
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きくちゃかー きくどう きくどだ きくどもん 聞くでしょう

きくとさい きくとさな きくとさね 聞くのだよ

きくとなろうば きこーば 聞くならば

きくみゃーだ きくめーだ 聞かないでおこう

きくみゃーもん きくめーもん 聞かないだろうよ

きくもんじゃっで きくもんだけん 聞くものだから

きくる 古語【利ける】 効能がある ②酔いが回る

きぐろう【気苦労】 きじんぱい 気を遣う 気疲れ 心労

きけた【利いた】 役に立った ②酔いが回った

きけとる 効果が上がる 心に響く 威厳がある ②酔っている

きけん 利かない 効き目が無い 酔わない

きこうかい きこうきゃ きこうけ きこうに 聞く筈がない

きこうかい きこうきゃー きこうけー きこうに 効かない

きこうごしなか きこうごたなか きこごんなか 聞きたくない

きこーだー きこうわい きこわい 言い分を聞いてやろう

きこえなはらん きこえらっさん 聞こえられない

きこえん 聞こえない 伝わらない

きごこんノしれた【気心】 気心の知れた

きこなさん 全部を着ることは出来ない

きこゆる 古語【聞こゆ】 聞こえる ②評判の

きこんノある 古語【気根】 根性が座っている《日ポ》

ぎざぎざ〔擬態音〕 鋸状の刻み目
オ ノ マ ト ペ

きさく《京》 きさくノよか きさっか さっぱりして拘わらない

きさなか きさにゃー きさねー 古語【汚なし】 不潔だ

きさま【貴様】you 〔あなた・君〕の卑語 てめー《京》

きさんか きさんなか 古語【気散じ】relief お構いなし 気が利かない

きさんのうござした お構いができませんでした

きじ【雉】 野鳥 ②斑紋 斑 寅刈り
まだら

きじーとらん きずかん 気付いていない

きじーとる 気付いている

きじぇからしか きじぇわらしか 小煩い

きじぇわしか【気忙しい】 restless 忙しい

ぎしぎし 物が軋る音 ②無理に詰め込む ぎくしゃくする 食い違う

ギシギシ【羊蹄】 タデ科の多年草 ウサギの餌

きしな 来る途中 来掛け 「しな」は接尾語

きしぶ【生渋】 搾取した柿渋 （柿渋は綿網の防腐剤）

きじま 苛々して性急な子供 短気 せっかち

きじめくさか きな臭い 布などの焦げる匂いで臭い

きしゃなか きしゃにゃー きしゃねー 古語【汚なし】dirty 不潔だ

きじょう【気丈夫】 気の持ち方がしっかりしている
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きじょうい きじょい【生醤油】 純粋な醤油 混ざり気のない醤油

きじょうもん【気丈者】 気勝ちな人 しっかり者

きしょく 古語【気色】feelings 気分 顔色《日ポ・京》

きしょくノよか きしょくンよか【喜色】 小気味良い ②顔色がよい

きしょくノわるか きしょくンわるか 気味が悪い

きしる 古語【軋む】creak 擦れ合う こする

きじんぱい 古語【気心労】 心配事 心残り

きずき【生漉き】 和紙 《京》

ぎすぎす〔擬態音〕 痩身 痩せている ②無愛想
オ ノ マ ト ペ

ぎすっともせん ぎすともせん 少しの緩みもない

ぎすもばすも 二進も三進も 身動きがとれない 行き詰まる
に つ ち さ つ ち

きずみンせん 気が済まない 納得できない

きする 古語【着す】 着せる ②身に付ける ③追わす「恩きする」

きせ【被せ】 裁縫で折り返して縫い目を隠す手法

きぜからしか きぜわらしか 小煩い

キセル《カンボジア》 khsier 〈 煙管 〉 喫煙用具
き せ る

きぜわしか【気忙しい】 restless 忙しい

きせん 着せない

きそあしか きそわしか 古語【汚い】dirty 汚らしい 不潔だ

きそうなもん 来る筈だ

きたいちり 来たままで ただ来ただけ

きたう きたゆる 古語【鍛ふ】 鍛える 鍛錬する trein

きたえろば 鍛えれば 訓練すれば

きたがー きたたな きたっが きたっぞ きたっばえ 来たではないか

きたかい きたきゃ きたけ きたね きたや 来たか

きたがさいご〈来たが最後〉 来たりしたら 来た以上は

きたがたあった きたきゃーノあった 来た甲斐があった

きたがらん 来たがらない

きたぎりゃ きたぎんにゃ きたろうば 来たならば

キダコ ウツボ科の魚

きたこたある きたことある 来たことがある

きたこたきたばってん 来るには来たが 一応来たが

きたこたなか きたこつなか きたこんなか 来たことが無い

きたごたる 来たようだ

きたごち【北東風】

きださん 来られない 来る時間がない

きだせばくーだ 来られたら来ます 来る時間があったら来る

きたせんか きたでか きたもんじゃっで 来たので

きたたー きたもね 来たではないか

きたつ きたと 来たのだ
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きだっか 気高い 気位が高い 気品がある

きたっさい きたったな きたったね 来たのですよ

きたっじゃろかい きたっちゅかい 来たのだろうか

きたったい きたにゃー きたねー きたンね 来たのだね

きたっどかい きたっどかにゃ きたっどかね 来ただろうか

きたっどがな きたっどもん 来たでしょう

きたのうい きたのうて きたのうして 汚くて 汚いから

きたなか きたにゃ《日ポ》 きたねー 古語【汚し】 不潔

きたばっか きたばっかし きたばっかり 来て直ぐ

きたびら きたべら【北平】 北側の平地 陰地

きたまくら 古語【北枕】 枕を北にして寝る

きたもね きたろが 来たではないか

きたもんじゃけん きたもんじゃっで 来たものだから

きたりーろ 来ただろうか

きたりなしたり きたンなしたり 来たりなどして

きたろ きたろが きたろがね きたろもん 来たでしょう

きたろうば きたろば きたんなろ 来たならば

きたわるい《牛深》 きたわるる 古語【鍛ふ】 鍛練される

きちい きつか 古語【きつい】 辛い 苦しい 疲れる ②窮屈だ ③気が強い

きちきち《京》 節度がある 厳格である

きちきち《京》 ぎちぎち ぎつぎつ 窮屈 隙間が無いこと

きちぎゃーじみとる きちげーじみとる 馬鹿げている

きちぎゃーみず きちげーみず 酒類 焼酎

きちっとせろ 真面目にしろ 性格にしろ 厳格にしろ

きちゃーならん きてにゃならん 来てはいけない 来ては駄目だ

きちゃーみる きてにゃみる 来るには来る 一応来る

きちゃにゃー《京》 きちゃねー 古語【汚し】dirty 不潔だ

きちょる きとる 来ている 着いている

きちんきちん 規則正しく 正確に 整う

きちんやど【木賃宿】 米を持参して薪代を払って泊まる宿

きっ… 接頭語 「きっ魂消がる」

きつい 古語【きつい】《日ポ・京》 きつか 辛い 苦痛

きつうあんなした きつうござした お疲れさまでした

きつうい きつうて きつうして 辛くて 疲れて 窮屈で 気が強くて

きつぅいどい きつうしてどい 酷く疲れたよ

きつうなか 疲れない 辛くない 苦しくない

きつかない きつかにゃー きつかねー ご苦労ですね

きづかいなすな 気を遣わないでください

きづかう【気を遣う】 気を配る

きつかったない きつかったにゃー きつかったねー 辛かったね 苦労したね

http://www.amakusa1.com/hogen/voice/kikoe/kt.wav
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きつかばってか きつかろばってん 苦痛だけど 辛いけど

きつかめーあう きつかめにあう 苦痛 辛い思いをする

きづかん 気付かない 気が利かない

きつきつ ぎつぎつ ぎっちり ぎっつり〔擬態音〕 窮屈 隙間が無いこと 合致
オ ノ マ ト ペ

きづくみゃーもん きづくめーもん 気付かないだろう

ぎっくりごし ぎっつりごし 腰痛 腰椎がずれる

きつけ きつけぐすり きづけ【気付け】 ②晩酌 nightcap

きつけぐすり きづけぐすり 晩酌用の酒

きつしゃー きつせー きっちぇー 辛そうに 厳しそうに

ぎっしり〔擬態音〕 隙間無く詰まる いっぱい 沢山 enough
オ ノ マ ト ペ

きったまがる【魂消る】be astonished びっくりする 驚く surprise

ぎったんばっこ ぎったんばったん 天秤 seesaw

きっちぇする きっちゃする 辛い思いをする 難儀する 落胆する 痛手を負う

ぎっちょ 左利き southpaw《京》

きっちり《京》 きっつり 調度 正確に(時間や容積) 厳格に

ぎっちり ぎっつり 隙間無く ぎりぎり いっぱい 沢山

きってきんなし 際限なく 止め処無く

…ぎっと …限りは …ならば 「来んぎっと始められん」

きっとごえる きっとごゆる 悪巫山戯 騒ぐ ②遊ぶ play

きつねノよめいり 日和雨 日照り雨《京》

きっぱし 古語【切っ端】 先端 head《京》

きづらか きにっか【来辛い】 来にくい 来るのが困難

きつろう きつろうば 来たならば

きてぃえ きてぅゑっか 来ておいて《下浦》

きてえーて きてゑーて 来ておいて

きてかり きてかる 来てから

きてくだっせ きてはいよ きなっせ お出でください

きてくっど きてくっどな お出で下さい

きてどんみろ 決して来るな 来たりしたら（承知しないぞ）

きてみさ きてみさい きてみさな きてみさね きてみされ 来てご覧 ②着てご覧

きてみったな きてみったね 来てみるといいよ

きてみなっせ きてみなはりまっせ 来てご覧なさい

きてみにゃ きてみんば 来てみなければ 来てみないと

きてみゅーかい きてみゅーかにゃ 来てみようか

きてみろ きてんど 来てご覧

きてれつ【奇天烈】queer 奇妙 珍奇 不思議 wonder

きてゑー きてゑっか きてゑーて 来ておいて《下浦》

きてん 古語【来てむ】 来ても 「来てん来んでんよか」

きてん きてんど 来てご覧

きど きどぐち 古語【木戸口】gate 入口の扉
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きといとさな 来ているのですよ《牛深》

きとかにゃ きとかんば 来ていろよ 来て待っていろよ

きとかにゃん きとかんばん 来ていなければならない

ぎとぎと〔擬態音〕 脂ぎる 脂肪がつく 油で光る ②目が光る
オ ノ マ ト ペ

きときとせろ 急げ 手早く 迅速に 早急に《新和》

きときなっせ きとんなっせ 来て居てください

きとく 古語【来と来】 来ている 〔来〕を重ねて強調する

きとくけん きとくせん きとくでか 先に来ているから

きとけ きとれ 来て居ろ 来て待っていろ

ぎとつく 脂ぎる こってりと脂肪がつく 油がついて光る

きとったけん きとったせん きとったでか 来ていたから

きとらいた きとらった 来ていた

きとらした きとんなした きとんなはった 来ていらっしゃった〔来ている〕の敬語

きとらす きとんなす きとんなはる《京》 古語【来て坐す】 来ていらっしゃる

きとらすどかい きとらっどかい 来ていらっしゃるだろうか

きとらっさん きとんなっせん …なはらん お出でていない〔来ていない〕の敬語

きとらにゃん きとらんばん 来ていなければならない

きとらん 来ていない 「まーだ来とらん」

きとらん 着いていない 「上着は着とらん」

きどり〈木取り〉 用材の適材適所を見積る

きとる 来ていてる 着いている

きな きないろ きんな【黄色】yellow

きなくさか きなめくさか【きな臭い】 繊維が燻ぶる匂い

きなごうに 気長に 悠長に のんびりと

きなさった きなした きなはった お出でになった《京》

きなさらん きなはらん きならん お出でにならない

きなさんな きなすな きなはんな お出でなさいますな

きなす きなはる お出でになる

きなっせ きなっせな きなはりまっせ きなはれ お出で下さい

きなっせんか お出でになりませんか 来ませんか

きなめ コオロギ科の昆虫

きなり【生成】 natural 自然の物 手を加えない物《京》

きにいらん きにくわん 気に入らない

きにっか 来辛い 来にくい 来るのが困難

きにょう【昨日】yesterday《京》

きぬぎぬ【後朝】 男女が同衾した翌朝

きねりがき〈木練り柿〉 甘柿 胡麻の入った甘い柿

きのうおとて きのおととい 一昨日 yesterday

きノかっぷ【木の株】 木の根 切り株 根塊

きノきいとる 気が利いている 気配りがよい 抜け目がない

http://www.amakusa1.com/hogen/voice/kikoe/kto.wav
http://www.amakusa1.com/hogen/voice/kikoe/ktr.wav
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きノきかん 気が利かない 気配りが足りない

きノこまか きノこまんか 小心 思い切りが悪い 用心深い

きノすすまん 気持ちが乗らない その気にならない

きノせく 気がもめる ひどく気になる

きノとがむる きノとがめる 悪いことをして心が痛む

きのどくしゃー きのどくしぇ 気の毒で きまりが悪くて

きのどっか 古語【気の毒】pitiful 気の毒だ 済まない

きノぬくる きノぬける 緊張が解ける 味や香気が抜ける

きノはるる 気が晴れ晴れする

きノひくる きノひける 気後れする 引け目を感じる

きのみきのまま 着ている着物のままで

きノみしかか きノみじかか きノみじきゃー 気が短い

きノむかん 気が進まない その気にならない 好きになれない

きのめながし〈木の芽梅雨） 三～四月の長雨

きのんばん 昨夜 last night

きはだ【黄蘗】ミカン科落葉高木 内皮は苦く漢方健胃薬

きはたす きやがる 〔来る〕の卑語《京》

きばたらき【気働き】smart 気転が利いてよく働く

きばっぞ きばろうぞ きばろだ 頑張るぞ 頑張ろう

きばって【気を張って】 頑張って 精を出して

きばむ 古語【黄ばむ】 黄色をおびる

きばらす きばんなす 精出しておられる 頑張って居られる

きばらにゃ きばらんば 働かないと 頑張なくては

きばらんか きばれ 働きなさい 頑張りなさい

きばりよんなー きばるなー 頑張っているね

きばる【気張る】精出す 働く 頑張る ②力む《日ポ・京》

きばれ 働け 頑張れ ②力みなさい 息詰め

きばろうだ きばろうで きばろで 頑張ろうよ 頑張るぞ

きばんなすか きばんなすなー 精が出ますね お励みですね

きばんなっせ 頑張って下さい お仕事をお続け下さい

きびきび 機敏 敏捷 動作が早い

キビショ 急焼の唐音 急須 お茶を入れる道具《京》

きびっつくる きびっつける 括る bind しばる 結ぶ
くく

きびなご きんなご《牛深》 かなぎ ニシン目・ニシン科の魚

きびノわるか きびンわるか きみンわるか 古語【気味】 気味悪い

きびらん 縛らない 束にしない ②拘束しない

きびりそ〈括り麻〉 組紐 括り紐 ②稲束を結わえる藁

きびる【括る】 縛る bind 結わえる 結ぶ 束にする
くく

きぶくるる きぶくれる 着脹れする 厚着する《日ポ》

きぶとり【着肥り】 着衣姿が実際より肥って見える

http://www.amakusa1.com/hogen/voice/kikoe/kb.wav
http://www.amakusa1.com/hogen/voice/kikoe/kbn.wav
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きぶとん〈着蒲団〉 掛け蒲団《京》

きほうじ〈気放じ〉 気休め 気分転換 息抜き rest《京》

きぼねンおるる 古語【気骨】 気苦労する 心配する

きまえ【気前】 気立て 気性《京》

きまえノよか きまえンよか 気立て良く金品を振る舞う

きまぐれにん〈気紛れ〉capricious 心変わりし易い人

きまけ〈気負け〉 気力不足 精神的負担

きまじめ〈気真面目〉 誠実 正直な人

きまっしぇ(せ)ん きやっしぇ(せ)ん 来ません 参りません

きまっしゅう きやっしゅう きやっしょう 来ましょう

きまっとる きまりきっとる 当然だ natural 言わずと知れたこと

きまンのわるか 気まずい 調子悪い

きみょう【奇妙】 きみょうなもん 不思議 wonder《京》

きめ【木目 肌理】 ②肌の表面
き め

ぎめ イナゴ バッタ

きめノこまか きめンこまか 表皮が繊細

きも【肝】liver 肝臓 ②度量 腹構え 心の広さ

きもいっどん きもいりどん〈肝煎り殿〉 世話役 manager

きもいらん 気が利かない ②骨惜しみする

きもいり 古語【肝煎り】entertain 仲介 世話《日ポ・京》

きもいる 古語【肝煎る】 仲介する 世話する 行き届く

きもだえ〈気悶え〉 煩悶 agony 心配 care 気使い 気疲れ 心労

きもちノよか きもちンよか 心地よい ②気分がよい

きもつびーた 古語【肝潰す】 仰天した 驚いた

きもなし 度量が無い 小心者

きもん【着物】clothes 和服 衣服全般《京》

きもンきれん 思い切りが悪い 度量がない

きもンこまか 度量が小さい 小心者

きもンすわっとる 度量が大きい 度胸がある

きもンふとか 勇断 大胆 度量が大きい

きゃー【貝】 「きゃー堀りぎゃー行かんきゃー」

きゃー… 接頭語 「…なゆる」萎えてしまう

…きゃー …ですか …じゃないか しないか「来んきゃ」
こ

…ぎゃー …に …するために 「遊びぎゃー行く」

きゃーいこだ 行こうよ 待たずに行こう 自ら行こう

きゃーかう つい買ってしまう

きゃーがら【貝殻】 〔か〕の転音

きゃーかるる きゃーかれる 枯れてしまう

きゃーきえる きゃーきゆる 消えてしまう

きゃーくーた きゃーくた 食べてしまった

http://www.amakusa1.com/hogen/voice/kikoe/kh.wav
http://www.amakusa1.com/hogen/voice/kikoe/km.wav
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きゃーくさる【腐る】 腐敗する 〔きゃー〕は接頭語

きゃーくされ きゃくされ 腐った ②役立たず 愚か者

きゃーくたびれた きゃーくたぶれた ほとほと疲れた

きゃーくっだます【騙す】 うまく誤魔化す
だま

きゃーくりゅうだ きゃーやろだ 上げるよ

きゃーこうた つい買ってしまった

きゃーころぶ 転んでしまう

きゃーしなす し損じる してしまう しでかす

きゃーしゅうかい きゃーしゅうわい 序でにしょうか

きゃーしんみゃー きゃーしんみゃ【返し前】 当り前の反対 裏返し 裏腹

きゃーする ついしてしまう

きゃーせろ してしまえ ついでにしなさい

きやーた【消した】 消火した 消灯した 〔け〕の転音

きゃーた【書いた】 〔か〕の転音

きゃーた【掻いた】 〔か〕の転音

きゃーた【貸した】 〔か〕の転音

きやーたきゃー 消したかい 消火したのか 〔け〕の転音

きゃーたきゃー 書いたかい 〔か〕の転音

きゃーつ きゃつ【彼奴】 〔この人〕の卑語 《佐伊津》

きゃーっくっどな きゃーっくれ 貸して下さい

きゃーっくっどな きゃーっくれ 書いて下さい

きゃーておこう きゃーとこう 書いておこう

きやーてけ きやーちけ きやっけ 消して来い

きゃーてみさい きゃーてみなっせ …みろ 貸してご覧

きゃーてみろ 書いてご覧 〔か〕の転音

きゃーてみろ きゃーてんか きゃーてんど 貸してごらん

きゃーでみろ 臭いでご覧 〔か〕の転音

きやーとっとん きやーとるが 消しているが

きゃーどばた【街道端】 江戸時代の道路沿い 脇往還

きゃーどる 掻き取る

きゃーなえた【萎えた】 体力が衰えた 力が抜けた

きゃーなえる きゃーなゆる ぐったりする 力が抜ける

きゃーながれた 流れてしまった

きゃーなぎゃーた きゃーなげーた 流がしてしまった

きゃーなった なってしまった 自然となった

きゃーにぎゃーた きゃーにげーた 逃がしてしまった

きゃーのぼする 夢中になる 有頂天になる ②逆上する

きゃーまいった 不覚にも降参した 惨敗した

きゃーまがる【曲がる】bend 曲がってしまう

きゃーまけた 油断して負けた 不覚をとった

http://www.amakusa1.com/hogen/voice/kikoe/ky.wav
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きゃーまちがえた きゃーまちごうた 間違ってしまった

きゃーもどる 戻ってしまう 帰る return

きゃーもん きゃもん【買物】 shopping 〔か〕の転音

きゃーるる きゃーれる【孵る】harch 卵が孵化する
かえ

きゃーれん 卵が孵化しない

きゃーわすれた 忘れてしまった

きやいいるる きやいいれる 気力を奮い起こさせる

きやがった 〔来た〕の卑語《京》

きゃくじん【客人】guest お客様 賓客 来客

ぎゃけ 風邪引く《有明》

ぎゃしこ かしこ 僅かこれだけ これしき

ぎゃしこんこつ ぎゃしこんこて こんなに沢山

きやす【消す】put out 火を消す ②消滅《日ポ・京》

きやす きやっす 来ます ②行きます

きやすうしとる 気安くしている

きやすか【気安い】care free 気を使わない 安気

きやすか【着易い】 着心地がよい

きやすか きよか【来易い】 気軽に来られる

きやすど きやすどだ 来るでしょう

きやせ【消せ】 消化しろ

きやせ【着痩せ】 痩せて見える服装

きゃたつ 古語【脚達】 踏台 足継ぎ《京》

きやっせん 来ません

ぎゃにゃー ぎゃんにゃ こんなには

きゃはん 古語【脚絆】 脛に巻く布 gaiters
きゃはん

ギヤマン 《オランダ語》 diamant ガラス製品 glass《京》

ぎゃん こんなに このように こんな具合に

ぎゃんじゃか ぎゃんじゃなか こうではない

ぎゃんじゃもね ぎゃんじゃもん ぎゃんじゃん ぎゃんたい

ぎゃんだもん ぎゃんだん こうだよ

ぎゃんた ぎゃんとは こんな物は

ぎゃんとば ぎゃんもんば こんな物を

ぎゃんも こんなにも これ程にも

きゅう 古語【今日】 本日 today
け ふ

きゅうごつなか きゅうごてなか きゅうごんなか 着たくない

きゅうじゅう【今日中】 本日中

きゅうだ きゅうどま きゅうなった きゅうなっと

きゅうなっとん 今日位は

きゅうだ きろだ 着よう 「制服バきゅうだ」

ぎゅうたましか ぎょうたましか 仰々しい
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ぎゅうらしか【仰々しい】 仰山 plenty 沢山 大袈裟

きゅうンうち きゅうンみゃーに 今日の内に 本日中に

ギュギュウ 魚名 ゴンズイ

きゆる 古語【消ゆ】 消える 見えなくなる《日ポ》

きようあんなす きようからす きよからす 器用でいらっしゃる

きようか きよか【器用】skill 手先が器用だ 手利き

きょうがなし きょうぎゃなし 意気地無し《高浜》

ぎょうさん 古語【仰山】plenty 沢山 enough 多大に 多く many《京》

きょうじゃー きょうでー きょうでゃー【兄弟】brother

きょうじゃーうち きょうでゃーうち 兄弟関係 舎弟関係

ぎょうずい 古語【行水】 水で体を洗い清める

きょうび【昨今】 今頃 最近 今日この頃

ぎょうらしか 古語【仰】 仰々しい 大袈裟《日ポ》
ぎゃう

きよからす【器用】 器用である

きょくる 古語【局る】 冷やかす からかう 茶化す《京》

きょそきょそ きょそつく 落ち着きがなくきょろきょろする

きょそわしか 古語【様相悪し】 不潔だ 汚い dirty

きょそんきょそんすんな きょろきょろするな

きよった 来つつあった 《京》

きょときょと きょとんきょとん きょろきょろする

きよらす きよんなす きよんなはる きよんなる 来つつある

きよらる きよる《京》 来つつある

きよらん 来ていない ②来そうにない

きよりやすどかい 来ているでしょうか 通っていますか

きょろきょろ きょろんきょろん 落ち着かず見回す

ぎらぎら 光り輝く ②目が輝く

きらず 古語【雪花菜】 切らず 卯の花 豆腐の粕《京》
お か ら

きらまえて《高浜》 きりあまえて【甘えて】 甘えたりして

きらるる きられる《京》 着られる 着ることが出来る

きられん 小さくて着ることが出来ない ②派手で着れない

きらわれもん 不人気の人 嫌われる人

きらん きん 着ない ②着たくない

…きらん …出来ない 「しいきらん」

…ぎり …限りは …ならば 「良かぎり、けーなー」

きりきざむ【切り刻む】 細かく切る 滅多切りにする

ぎりぎり 限度いっぱい 極限 ②強く巻き付ける ③歯軋り

ぎりぎりす 旋毛 頭髪の巻き毛
つ む じ

きりきりする 軋るように痛む

きりきりみゃー きんきりみゃー きんきりめー きりきり舞い

きりさんよか 容姿端麗 顔や姿が整って美しい《苓北》

http://www.amakusa1.com/hogen/voice/kikoe/ky.wav
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きりしぇーて きりしゃーて【切り裂く】 切って裂く

きりっとしとる 引き締まっている しゃんとしている

きりノなか きりンなか きンのなか 際限がない

きりノよか きりンよか きんノよか 区切りがよい

ぎりはり〈義理張り〉 義理を果たす 律儀

きりばん 古語【切り盤】 俎 《日ポ・京》
まないた

きりもみ【錐揉み】 両手で擦りあわせて穴を開ける ②墜落

…ぎりゃ …限りは …ならば 「来んぎりゃ」 来ないなら

ぎりゃーなか 義理はない 義務はない

きりょうノよか きりょうンよか 器量がよい 美貌 美人

…きる …出来る 得る 「しいきる」「作りきる」

きるる 切れる 関係がなくなる 頭の回転がよい

きれ …な きれね きろ きろい きろね 着なさい

きれーか きれか【綺麗】pretty 美しい beautiful

きれーごろしゃ 清潔好きな人

きれーからす きれからす お綺麗 綺麗でいらっしゃる

きれーさー 綺麗だな 綺麗さよ 美しいことよ

きれさもきれさ とても綺麗だ

きれもん【切れ物】 刃物

きれもん【切れ者】able man 敏腕家《日ポ・京》

きれん 切れない ②関係が続く

きろーた きろた 嫌った 嫌がった

きろーち きろーて きろち きろて 嫌って 嫌がって

きは(ﾜ)されーず きはせーず 来ないのだもの

きは(ﾜ)せんどか 来るのではないだろうか

きんきりみゃー きんきりめー 大忙し てんてこ舞い

ぎんぎん 生き生きとしている

ぎんし【銀主】 金持ち 金貸し 江戸時代、大名相手の金貸

きんしゃる 来なさる お出でになる

きんじょきんぺん 近所近辺 近隣 近くの家

きんたま〈金玉〉〔睾丸〕の俗称 《京》

きんたまにぎり 上役に従属する人 おべっかを使い諂う人

きんちゃく【巾着】 蝦蟇口 金入れ

きんちゃくきり きんちゃっきり 掏摸 picepocket
す り

きんつ 魚類 ホウボウ 魴鉘 《﨑津》

…ぎんな …ぎんにゃ …なら …限り 「見んぎんな」

きんなか【黄色い】yellow

きんなかこえ かん高い声 金切り声

きんなご《牛深》 きびなご かなぎ ニシン目・ニシン科の魚

きんなし きんノなか〈切り無し〉 限りがない 際限ない
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きんのうなる 黄色くなる

ぎんばいし 土台石 基礎石

きんぴら【金平】 牛蒡を細く切って油で炒めた料理

きんまんか〈金満家〉millionaire 大金持ち 富豪 rich man

ぎんめし〈銀飯〉 白米のご飯

きんりょう【斤量】 竿 秤
さおばかり


