
「く行」の天草方言 「天草方言集 鶴田 功著」

くい〈来る〉 《牛深》〈る→い転音〉

くぃ【杭】pile 地中に打ち込む棒や鉄材

ぐい ぐいぐい 勢いよく 思いっ切り

くいあげ くぃあげ 食い扶持がなくなる 生活が困窮する

くいいじ くぃいじ【喰い意地】 喰い気 食欲 appetite
くいえん くぃきらん 喰えない 食べられない

くいかけ くぃかけ 食べ残し 食べる途中

くぃかす くぃがら くいがら《京》 残飯 食べ粕

くいぎゃけー くぃぎゃけー くいげけー 食べに来い

くいきりーろ くぃゆりーろ 食べることが出来るだろうか

くぃくぃ さるくな 食べながら歩くな 食べ歩きするな

くいけ くぃけ【食い気】 食い意地 食欲 appetite
くいしばる くぃしばる 渋味で口腔がしびれる

くいそくなう くいそこなう くぃそこなう 生計が立たない

くいぞめ〈喰い初め〉 幼児に初めて離乳食を与える儀式

くいださん くぃださん 食べる時間がない

くいだめ〈喰い溜め〉 食い置き

くいちゃがや くいちゃんば くいとさな 来るのですよ《牛深》

くいちらかす くぃつらかす 食べ散らす

ぐいっとのむ 一気に飲み干す（擬音語）

くいっぱぐれ【食いっ逸れ】 食事時間を逃す 食い損なう

くいつぶす【食い潰す】 破産する 道楽する

くいで 来ますから《牛深》

くいでノある くいでンある 食べ甲斐がある 食べ応えがある 量が多い

くいとさな 来るのですよ《牛深》

くいなっせ くぃなっせ お食べください

くいにっか くぃにっか 食べにくい

ぐいのみ 一口に飲む酒器

くいもん くぃーもん【喰い物】 食べ物 food
くいやーた くぃやーた 食べ飽きた

くいよらす くぃよらす くぃよらる 〔食べている〕の敬語

くいよる くぃよる 食べている

くいりゅう くぃりゅう【食料】 食べ物 食べるだけの量 食料の保有量

くう くらう【喰う】eat 〔食べる〕の卑語

ぐー【具】 ②五目飯などの種(ネタ)

ぐう【愚】 愚か ②業苦 辛い悲しみ 「愚見る」

くぅい くぅじゃっか くぅだ くぅわい 来よう 来ましょう
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くうかい くうかな くうきゃー くうけー 食べるか

くうかい 来ようか 来るからね ②行こうか

くうかくゎんごてして 食べたり食べなかったりして

くうきせん くうきノせん 食事する気になれない

くうきゃー くうけー くうに 来ないだろう 来る筈がない

くうぎりゃ くうぎんにゃ くうとなろ 食べるならば

くうくう くわじゃこて 勿論食べる 食べないわけがない

くうごたる 来たい 来てみたい 行きたい

くうごたなか くうごつ くうごて くうごと 来たくない

くーし【櫛】 髪を梳かす道具 《新和》（短音長呼）

くうしこ くうぶん 食べるだけ 僅かな食料

くうせん くっどせん くっどけん 来るだろうから

くうた くた 喰うた 食べた《京》

くうだ くうだい くうわい 来るよ 来ましよう

ぐうたら 無精 物臭 面倒臭がり

くうたろばけー くたろけー 食べたら来い

くうたろもん くたろもん 食べたでしょう

くーち くーっ【口】mouth （短音長呼）

くうちくー くうっくー くうてくー 食べて来よう

くうちせん くうでせん 来たがらない

くうっくっ くうっくる くうてくる 食べてから来る

くうっけ くうてけ 食べてから来い

くうていかれん 食べていけない 生活できない 暮らせない

くうていけ くていけ 食べてお帰りなさい

くうてくだっせ お召し上がり下さい

くうてしもうた くてしもた 食べ終わった 食べ尽くした

くうてみさい くうてみろ くてみろ くてんど 食べてご覧

くうとる 食べている

くうば けー 来るなら来い 来たいなら来い

くうばって 来たいけど 来ればよいけど

くうな くうない くうなえ くうなね 食べるなよ

ぐうのねもでん ぐのねもでん【ぐうの音】 返す言葉がない

反論できない 弁駁できない
べんばく

くうみゃー くうめー 行かない（来ない）ことにしよう

くうみゃーだ くうめーだ 食べないことにしよう

ぐうみる〈愚を見る〉 業苦 辛い悲しい思いをする

ぐうもいわせん 言い訳無用 弁明させない

ぐうらしか 古語【愚らし 暗し】哀れだ 可哀相だ 不憫だ

哀れで居た堪れない ②愚かしい

くうンみさ くうンみさい くうンみろ 食べてご覧
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くえ くぇー【喰え】〔食べろ〕の卑語 「飯食え」

くえ くえと 崩土 崖崩れ 地滑り 土手崩れ

くえちーた 活着した 根着いた

ぐえっこ 嘔吐 vomit げろ へど

くえる《日ポ・京》 くゆる 古語【崩ゆ】朽ちる ②腐れる

くぉーい くぉーかい くぉーだ 食べましょうか

くぉーきゃー くぉーけー くぉーに 食べるものか

くぉーごたる 食べたい

くぉーごたなか くぉーごつ くぉーごて 食べたくない

クォックォー サルナシ科 野生キウイ

くける 間引きする 引き抜く ②中絶する

くける 古語【 絎縫】 絎ける 縫目を隠し縫いする《京》

くさか くしゃー くせー 古語【臭し】 stink ②疑わしい
くさかねー くささー 臭いな 臭さよ 臭いことよ

くさしゃー くさしぇ(せ)ー《五和》 臭さに 臭そうに

くさす【腐す】 悪く言う けなす そしる くたす《京》

くさだちくさがれ 草の芽生えや枯れる時期の異変

くさっとる 古語【鏈る】 果物が鈴生りしている
くさ

くさっとる くされとる 腐れている 腐敗している

くさっぱら くさわら【草原】grassland
くさはりー くさはりゃー【草払い】 草刈り

くさび くさぶ【楔】wedge 木や石を割る道具
くさび

くさびら 青野菜 ②茸類

くさふるう【草臥す】 高熱で悪寒がする 熱発 風邪 病気 寝込む《日ポ》

くさむしり【草毟り】 除草 草引き

くさやぼ【草藪】 雑草の茂み

くさらん くされん 腐らない

くさりかけとる くされかけとる 傷んでいる 腐敗寸前

くさる 古語【鎖る】 連なる range 綴じる 繋ぐ 結ぶ ②鈴生りになる

くさるる【腐れる】rot 腐敗する《日ポ》

くされ くされが【腐れ】 ②〔根性腐れ〕（罵言）

くされえん【腐れ縁】 切るに切れない縁 絶ち難い縁

くされきゃーた くされけーた 腐らした

くされこんじょう【腐れ根性】 ひねくれた性格

くじーた 壊した 細かくした ②両替した ③脱臼した

くじーっくだっせ 細かくして下さい 両替して下さい

くしぇー くしゃー【臭い】stink 臭いね

くしぇーしなる くしぇーなる 癖になる 習慣になる

くしぇもん 古語【曲者】 怪しい者 したたか者

ぐじぇらしか 不平不満を言う
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ぐじぇらん 文句を言わない 不平不満を言わない

くしぇる【曲る】bend 変形する 反れ曲がる

ぐじぇる【口舌る・口説る】 文句を言う 小言を言う 不平不満を言う

ぐじぐじ 愚図る くよくよする 割り切らない

くじくりいる くじりこむ 狭い所に無理に入る

くじったくる くじっつらかす やたらとほじくる

くしぇーもん くしゃーもん 臭いね 臭いものだ

くしゃき くしゃく【柄杓】 湯や水を汲む道具
ひしゃく

くしゃくしゃ ぐしゃぐしゃ 皺になる ②顔を綻ばせる《京》

ぐじゃぐじゃ 混雑した 混乱した 散らかっている様《京》

くしゃめ くしゃん 古語【 嚔 】《梵語》sneeze 嚔
くっさめ くしゃみ

くじる 古語【抉る】scoop pick 抉る 穿る 穴の中を掻き回す
くじ えぐ ほじく

くず くずまきかずら 古語【葛】 蔓草 蔓類
かずら つるくさ

くず【屑】waste 木っ端 塵 ②人でなし

ぐず ぐずぐず【愚図】 動作や回転が鈍い ②文句を言う

ぐずぐずすんな ぐずんぐずんすんな 愚図愚図するな

くずしなっせ 正座を崩して安座になさいませ

くずす【壊す】destroy ②小銭に両替する ③脱臼する

くすぶる くすぼる 古語【 燻 る】 燻る 煤ける 煙る smoke
くすぶ・ふすぼ いぶ すす

くすぬる 近世語【くすねる】 猫婆する だまし取る

ぐずる【愚図る】grumble 子供がむずかる 拗ねる
す

くずるる 古語【崩る】crumble 物が壊れる ②天候が悪くなる

ぐずろべ《京》 ぐずろべー むずかる子供 ②動作が鈍い

くせーしなる くせーなる 癖になる 習慣になる

くせもん 古語【曲者】 怪しい者 したたか者

ぐぜらしか 不平不満を言う

ぐぜらん 文句を言わない 不平不満を言わない

くせる【曲る】bend 変形する 反れ曲がる

ぐぜる【口舌る・口説る】 文句を言う 小言を言う 不平不満を言う

②痴話喧嘩する ③小鳥が盛んにさえずる

…くそ …糞 ②最低 lowest 最悪 worst
くそいじ 悔しさを跳ね返し何糞と頑張る意地 強情

くそうい くそうーて くそうして 臭くて 臭いので

くそえんりょう〈糞遠慮〉 不必要な遠慮

くそーい くそーして くそーて【臭くて】

くそおぶか くそおびー〈糞重い〉 大層重い

くそざんみゃー〈糞三昧〉 糞みたいに 散々に

くそしんぶう〈糞辛抱〉 余計な辛抱

くそする くそたるる〈糞垂れる〉 排便する （卑語）

くそたっつらかす 所構わず脱糞する 排便する
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くそたれ くそったれ《京》 相手を罵って言うことば

くそたんぼ 便所 lavatory 大便壺 人糞を発効させる野壺

くそっぱらンきったつ ひどく腹が立つ（卑語）

くそどきょう【糞度胸】 並外れた度胸

くそもへちまもなか くそもへったくれもなか 何の価値もない

くたかい くたきゃー くたけー 食べたか

くたくた くたんくたん 古語【くたくた】〔擬態音〕 元気がなくなる
オ ノ マ ト ペ

ぐたぐた ぐつぐつ 物が煮える音 ②文句を言う

くだくる【砕ける】 細かくなる 打ち解ける《日ポ》

くたす【腐す】 悪く言う けなす そしる
くさ

くだす 古語【下す】 下痢する 決定する《日ポ》

くだせ くだり 下り 傾斜道 下り坂 downhill
くだっざか 下り坂 downhill ②雨が近い
くだっせ くだはい くだはり くだはりまっせ【下さい】

くたばる へたばる ばてる のびる ②死ぬ《京》

くだはる【下さる】give《京》
くたびれ 《日ポ・京》 くたぶれ 古語【草臥れ】 疲れ 老い

く た び

くたびれじゃんなした くたぶれ… お疲れ様でした

くたびれはてた くたぶれはてた 疲れて精根尽き果てた 老いさらばえた

くたびれる 古語【草臥れる】fatigue
く た び

くたぶれる くたぶるる 疲れる 老いる

くだまく ぐだまく 愚痴云う 酔狂する《京》

くだらん 取るに足りない 値打ちがない《日ポ》

くだりめ 雨が降りそうになる ②家運衰退 落ち目

…ぐちー …口切りに 最初に first
くちあけ【口開け】beginning 手始め 皮切り ②解禁

くちおしか 古語【口惜し】 口惜しい 悔しい 残念だ

くちがくさってもいわん 口が堅い

くちかず【口数】 人数 ②ことば数 ③事件の数

くちがむ【口喧む】 口喧しい くどく文句を云う

くちきき【口利き】 取り持ち 仲介 斡旋 mediation
くちぎたなか 古語【口ぎたなし】言葉が下品 ②食い意地が張る

くちぎり 古語【口切り】 食事制限 食事養生 食断ち

くちしぶる 舌に感じる渋みなどの異常な刺激

くちたたく 古語【口叩く】 良く喋る 饒舌 chatter《京》
くちなわ 古語【 蛇 】sneke ②朽ち縄《日ポ・京》

くちなは

くちなわし【口直し】 拙い食べ物の後、美味しい物を食べる

くちノうーか くちンうーか 口数が多い 饒舌 多弁

くちノおぶか くちンおぶか 口数が少ない 寡黙

くちノかなわん くちンかなわん 思うように喋れない
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くちノかるか くちンかるか おしゃべり 秘密が保てない

くちノすゆうなるごて 口を酸っぱくして 何度も繰り返し言う

くちノわるか くちンわるか 悪口雑言 人の悪口を言う人

くちばしる 失言する 思わず言ってしまう 口が滑る

くちはっちょう【口八丁】eloquent 能弁者

くちはつる【朽ち果てる】 腐る rot 世に知られず死ぬ

くちはばったか 生意気なことを言う ②駄弁

くちぶちょうほう【口不調法】 口下手 訥弁 slow speech
とつべん

くちぶり【口振り】 話の様子 話の調子

くちべた【口下手】poor talker 物の言い方が下手 訥弁

くちべらし 家族の喰い扶持を減らす 食費減らし

くちべんがら 能弁者 《新和》

くちへんとう【口返答】 口答え retoet 言い返す
くちへんぱく【口弁駁】 口答え 反駁

べんばく ばく

くちゃいかれん くちゃいけん 生活できない

くちゃくちゃ〔擬態音〕 音を立てて食事する ②もみくちゃにする
オ ノ マ ト ペ

ぐちゃぐちゃ〔擬態音〕 混雑 ごちゃ混ぜ
オ ノ マ ト ペ

くちゃねくちゃね 食べて寝るばかり ②怠け者

くちやかましか 口うるさく言う 小言を言う

くちよごし 粗餐 お粗末な食事《京》
そ さ ん

ぐちる 愚痴を言う 《京》 「ぐちんな」

くちンはた くちンへた【口の端】 口の周り 唇の周辺

ぐつぐつ 物が煮える音

くっくゆうとる【苦々】 生活が苦しい 苦労している

くっけん くっせん くっでー 来ますから 行きますから

ぐっさ ぐっさい《牛深》 ぐっさり〔擬態音〕 沢山 いっぱい 多量
オ ノ マ ト ペ

くっぞ【来るぞ】 間もなく来るよ

くつぞこ くっぞこ〈舌 鮃〉 ウシノシタ科の軟骨魚
シタビラメ

くったい くったな くったね 来るといいですよ

くっだいた くっだした くっだった 下さった

くっだす くっだる 下さる give《竜ヶ岳 御所浦》

くっだす 汲み出す ②繰り出す

くっだす 繰り出す 構えて出発する

くっだっさん くっだれん 下さらない《竜ヶ岳 御所浦》

くったつる【口立つ】 口やかましく言う 文句を言う

ぐったり ぐっちゃり〔擬態音〕 疲れ果てる 疲労困憊
オ ノ マ ト ペ こんぱい

くっちーた くっついた ②男女が一緒になった

くっちゃいろ くっちゃろかい 来るのだろうか

くっちゃって くってー くっとこれ くっとに 来るのに

くっちゃねくっちゃね 食べて寝るばかり
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くっちゃべり お喋り

くっちゃべる お喋りする chatter 無駄話をする

くっちゃもね くっちゃん 来るのだ 来るのだもの

くっちゃろう くっちゃろもん くっどう 来るでしょう

くっつぎーのむ〈口注ぎ） 器を使わず直接飲む

くってー くっでー くっでか 来ますから ②行きますから

くってかかる 激しく相手に立ち向かう《京》

くっで 来るから 来ますから

くっでじゃん くるせんじゃん 来るからですよ

くっど くっどな 下さいな 呉れよ《竜ヶ岳 御所浦》

くっど くっどー くっどだ くっどもん 来るだろう

くっとー くっとかい くっときゃー くっとけー 来ますか

くっどかい くっどかにゃー くっどかね くりーろ 来るだろうか

くっとき 来る時《京》

くっとさい くっとさな くっとたい 来るのだよ

くっとされ くっとされば 来るのだよ 来るに決まってる

くっどだ くっどもん 来るだろうよ 来ると思う

くっどな 下さいよ《竜ヶ岳 御所浦》「見てくっどな」

くっとなろ くっとなろば 来るならば

くっともとった くっどもとった 来るだろうと思っていた

くていかるる くていかれる 生活できる 暮らせる

くていきなっせ くていけ くていけね 食べて帰れ

くてみさい くてみろ くてんど 食べてご覧

ぐでんぐでん 深酔いして前後不覚になること《京》

くど 古語【竈突】 竈 煮炊きするところ 《日ポ・京》
く ど かまど

くどか くどらしか【諄い】 しつこく言う《日ポ》
くど

くどくど【諄い】〔擬態音〕 しつこく言う
くど オ ノ マ ト ペ

くにせん くにならん 苦にしない 労をいとわない

くにゃくにゃ ぐにゃぐにゃ くねくね〔擬態音〕 柔らかく折れ曲がる 撓る
オ ノ マ ト ペ しな

体をくねらす

くねぶ くねんぼ〈九年母〉 ミカン科の常緑高木

くねる 古語【曲る】bend 体を捻じる ②すねる《日ポ》

ぐノねもでん 返す言葉がない 弁駁できない
べんばく

くびくびってしん（ぬ） 縊死する 首吊り自殺する
い し

くびっつくる くびっつける 結んで締めつける

くびまき くんまき【首巻き】 襟巻き scarf muffler
くびる 古語【縊る】 括る bind ゆわえる 結ぶ ②縊死する 首吊り自殺

くび くく い し

くぶる 古語【焼ぶ】 くべる《京》【焼べる】 火の中に入れる 燃やす
く く

くぶんな 【焼べるな】 火の中に入れるな
く

くべなすな 燃やさないでください



くぼ【窪】hollow 餅米などを蒸す単位 「ひとくぼ ふたくぼ」

くぼたまり 水が溜まった窪地 《京》

くぼみ【窪み】 窪地 谷間 gorge
くぼむ くぼる 古語【窪む】become hollow 凹む《日ポ》

くまなし 古語【隈無し】 抜かりなく 隠れた所がない

くまのい〈熊の肝〉 熊の肝臓を乾燥した健胃薬

くみうち くみなかま【組内】 隣保仲間 近所の人

くみじゅう【組中】 地区の人全員 地縁集団

くめん 古語【工面】工夫 device 遣り繰り 算段《日ポ》

くもつ 古語【供物】 神仏に供える物《日ポ》

くもンすー くもンやね 蜘蛛の巣 蜘蛛の脂

くやーえん くやえん 食べることが出来ない

くやーて くやして 壊して 小さくして ②小銭に両替して

くやく 古語【公役】 公課作業 奉仕作業 課役

くやさん 壊さない 破壊しない

くやしか 古語【悔し】 口惜しい

くやす【壊す】break 破壊する《京》

くやみ【お悔み】 悔みのことば 弔辞 死を悼むこと

くゆる 古語【崩ゆ】 崩壊する 朽ちる 腐れる《日ポ》

くらーすっぞ くらすっぞ くらわすっぞ 殴るぞ

くらーする くらする くらわする 古語【くらはす】 殴る strike 打つ
叩く beat 制裁を加える

くらーっとする 目眩する ふらつく

ぐらいする 残念がる がっかりする 落胆する《牛深》

くらいつく くりゃーつく 食いつく 噛みつく《日ポ》

くらう 古語【喰らう】eat 飲食 drink ②身に受ける

くらか【暗い】dark 色がくすむ ②気が沈む ③知識がない 文盲

くらかてー くらかとに くらしゃー 暗いのに

くらがり 古語【暗がり】 暗いところ《京》

くらくら 物が動く ②目眩 幻惑

ぐらぐら 煮えたぎる ②物が激しく揺れる ③立腹 激怒

ぐらぐらする 腹が立つ むかつく

くらぐらに 夕方の暗くなりかけに

くらさー くりゃー 暗いな 暗いことよ

ぐらしか 古語【愚らし 暗し】 可哀相だ 不憫だ 気の毒 哀れ ②愚かだ

くらしゃー くらせー 暗さに 暗いのに

くらすみ 古語【暗隅】 暗がり 暗い場所

くらする くらわする 古語【くらはす】 殴る strike 打つ 叩く

ぐらちーて 揺れ動いて 心が動揺して 不安定

ぐらつく 不安定に揺れ動く 心が動揺する
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くらぶる 古語【比ぶ】 比べる 比較する

くらまかす 見えないようにする 姿を消す《日ポ》

くらむ 古語【暗む】 見えなくなる ②目眩がする

ぐらりする 残念がる がっかりする 落胆する 失望

くらわする 古語【くらはす】 殴る strike 打つ 叩く

くり 古語【庫裏 庫裡】《梵語》 寺院の台所 （仏教語）

くりーろ 来るだろうか

ぐりいし【栗石】 コンクリートの骨材《日ポ》

くりくり 円ら しこしこ感 歯ごたえがある

ぐりぐり リンパ節の しこり 固まり

ぐりっと ぐるっと 一周 one round 一回転 周囲《京》

くりびく くりぶく くるぶく 《日ポ》 俯く 垂れる

くりほがす【彫る】 穴をあける

くりや 古語【厨】 台所 厨房 kitchen
くりゃー《京》 くれー【暗い】 気が沈む 色がくすむ ②無知

…くりゃ《京》くれー …位 程度 時分 「こんくりゃー」

…ぐりゃー ぐれー …位 程 程度 時分

くりゃーいれてある くりゃーいれとる 蔵に入れてある

くりゃーた くれーた 暮らした

…ぐりゃいらん …ぐりゃいろに …する必要無い

くりゅうかい くりゅかい くりゅわい 呉れようか

くりゅうごたなか くりゅうごつなか 遣りたくない

くりゅうだ 遣りましょう 呉れましょう

くりゅうきゃー くりゅうけー くりゅうに 呉れる訳が無い

くりゅーみゃー くりゅーめー 遣らないことにしよう

くりンひーとる 栗の様にほくほくしている

くる【来る】come ②行く go 「あすびぎゃ 来るけん」

くる【繰る】haul 手繰る 巻き取る 「綿繰る」

くる【彫る】bore くり貫く 抉って穴をあける

くるうとる 神経が乱れている ②調子が違っている

くるがー 来るよ 来るはずだ

くるかい くるきゃー くるけー くるなー くるや 来るか

くるくる 必ず来る きっと来る（重複強調）

ぐるぐる〔擬態音〕 回転する
オ ノ マ ト ペ

ぐるぐる 小葱を茹でて巻いた料理で酢ぬたで食べる

くるけん くるしぇ(せ)ん 来ますから ②行きますから

くるけんじゃん くるしぇ(せ)んじゃん 来るからですよ ②行くからですよ

くるけんや くるせんや 来ますから ②行きますので《二江》

くるこっでけん くるこつならん 来てはいけない

くるささ くるはざ 来る間 来るまでの時間



くるしぇな くるっしぇな 来るから 行くから《佐伊津》

くるしか 苦しい 無理がある

くるしゅうい くるしゅうて くるしゅうして 苦しくて

くるっかい 来るか 来るのか 《佐伊津》

くるったい くるったな くるったね 上げましょう

くるっとか くるっとなー くるっとねー 遣るのかい

くるっどもん 下さるでしょう 呉れるだろうよ

くるっぱい くるっぱなー くるっぺー 来ますよ

くるどーもん 来ますよ 来るだろうよ 《佐伊津》

くるびく くるぶく《日ポ・京》 俯く 垂れる hang 傾く lean
くるぶし【 踝 】 踵 ankle

くるぶし かかと・きびす

くるまじゃー くるまでゃー 来るまでは

くるまや 水車小屋 ②水車式精米所《京》

…ぐるみ …共に 「袋ぐるみ遣れ」

くるみゃー くるみゃーだ 来ないことにしよう

くるみゃーに くるめーに《佐伊津 五和》 来る間に

くるみゃーもん くるめーもん 来ないだろう

くるもね 来るのに 来るじゃないか

くるもんか 来るものか 来てやらない

くるもんじゃか くるもんなるか 来るべきではない

くるもんじゃっで 来るものだから

ぐるり《京》 ぐるりまわり 周囲 周辺 around 外周 端

くるりーろ くれらりーろ 呉れるだろうか

ぐるりぐりっと 周囲を一周して

くるる 古語【呉る】 呉れる give 与える 差し上げる

くるる 古語【暮る】 暮れる 日没 ②月日が経つ pass
ぐるる ぐれる 堕落する 不良になる

くるるこたでけん くるるこっでけん 呉れてはいけない

くるるしぇ(せ)ん 呉れるので 差し上げますから

くるるみゃー くるるめぇー 呉れないだろう

くるんな くれっくるんな 呉れるな 遣るな

くれ【土塊】 土の固まり 「くれしゃぎ」
つちくれ

くれ 古語【榑】 原木 丸太 固形 細切れ
くれ

くれ【暮れ】grow dark 日暮れ 夕暮れ evening 歳の暮

くれー《京》 くれい くれな くれんね 下さいよ

くれーよかた くればよかた 来るといいよ

くれーよかてー くれーよかもね 来たら良いのに

くれぃゑーて くれぃゑ 呉れておいて 与えておいて

くれごたいらん くれごつ… くれごて… くれごと… 遣る必要はない

くれちみさい くれてみろ くれんみさな 呉れてご覧
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くれちゃいかん …ならん 呉れてはいけない

くれっくっど くれっくっどな 呉れて下さい 頂戴 《御所浦》

くれっくれ くれっくれい くれなっせ 呉れて下さい

くれっくれなすな 与えないで下さい 遣らないで下さい

くれつらかす 誰にでも遣る

くれてえーた くれといた くれとった 呉れておいた

くれなした くれなはった 下さった 贈与された

くれなすな 下さいますな しないでください

くれなはらん くれらっさん 下さらない 呉れない

くればー くれバよかた 来るといいよ

くれむつ 古語【暮れ六つ】《梵語》 暮れの六時に打つ寺の鐘

くれもす〈呉れ申す〉 差し上げる 献上する

くれやー 暮れ方 夕方 evening
クレヨン 《フランス語》crayon クレヨン 棒形絵の具

くれらいた くれらした くれらった 下さった

くれらす くれらる 呉る 下さる 賜る

くれらっしーろ くれらりーろ 下さるだろうか

くれられん 呉れない 呉る訳にはいかない

ぐれる 堕落する 不良になる《京》

くれろ くれんか《京》 くれんきゃ くれんけ 呉れないか

くれん 呉れない 上げない やらない《京》

くれんどもん 呉れないのでしょう 遣れないでしょう

くれんみさい くれんみろ 寄越しなさい 遣りなさい

くろうい くろうして くろうて 暗くて 暗いので

くろうじん くろうにん 苦労して人情に篤い人 遅咲き 下積みが長い人

くろうた くろた 喰らった 食べた 飲んだ ②身に受けた

くろうとはだし 玄人に引けを取らない

くろうなった くろなった 暗くなった 日が暮れた

くろうなりやーに 暗くなる頃に 夕暮れに

くろうなる くろなる 暗くなる 日が暮れる grow dark
クログチ シマヘビの黒化

くろちノよる【黒血】 内出血する

くろぼや 黒黴 繊維に着く黒いカビ

くろまなこ くろめ【黒眼】 瞳 瞳孔

くゎーりゅーきゃ …りゅーに 食べられるものか

くゎーるりーろ 食べられるだろうか

くゎーるる くわるる 食べられる 暮らせる

くゎーれん くわれん 喰えない 食べられない

くゎい ゲームの中断 タイム time 小休止 休憩

くゎい くゎいぎ【会議】 会 議会
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くゎいごう【会合】meeting 会議 conference 集会 assembly
くゎいせき 古語【会 席】dinner 会席料理の略

くゎいせき

くゎいちゅうでんき 古語【懐 中】 懐中電灯
くゎいちゅう

くわえん 加えない 追加しない ②口に銜えない 噛まない

くわご【桑子】 野生の蚕 野蚕

くゎご 自然薯の実

くゎし【菓子】cake 〔か〕の転音
くゎじ【火事】 火災

くわした くゎした 〔食べた〕の敬語

ぐゎじゃぐゎじゃ うじゃうじゃ うようよ 密集して動く

くわしゅう 詳しく 詳細に 細密に《日ポ》

くゎすたれ 不良品 廃品 ぼろ 役に立たない人

くわする くゎする 食べさせる

くわせー （くわしぇー） くゎせー 食べさせてくれ

くゎせぎゃーノある 食べさせていけない 養えない

くわせろ くゎせろ 食べさせろ ②動物に餌を与えろ

くわせん くゎせん 食べさせない 餌を与えない

くわせもせ （くわしぇもせ） くゎせもせ 食べていただけ

くわせもん 外見と中身が違う物 ②偽者 油断できない人

ぐゎっかり〔擬態音〕 思うようにならない 疲れて気が抜ける
オ ノ マ ト ペ

クヮッカラ クヮックワラ サルトリイバラ（ユリ科） 団子の葉

くわっさんかな くゎっさんかなん 食べませんか

くゎっだすなえ 火事出すなよ 〔か〕の転音

くゎどり〈鍬取り〉 鍬仕事 鍬作業 鍬の扱い方 鍬の操作

くゎどり 鍬の扱い方 「くゎどりン下手」

くゎぶん 古語【過分】 程度を越える 必要以上
くゎぶん

くゎほう 古語【果報】 良い報い 因果応報 〔か〕の転音
くゎほう

くゎほうもん【果報者】 徳のある人 幸せ者 〔か〕の転音
くゎほう

くわゆる 古語【加ふ】 加える add 追加する 参加する

くわゆる【銜える】 唇や歯で軽く噛んで支える

ぐゎらりかえて 一変して 総替えして《日ポ》

くわん くゎん 喰わない 食べない 食事しない

くゎんくゎん 絶対喰わない とても食べないだろう

くゎん ぐゎん くゎんおけ【棺桶】 〔か〕の転音

くゎんかい《京》 …きゃー …けー …なー …やー 食べないか

くゎんじん 古語【勧 進】 托鉢修行の僧侶 ②乞食
くゎんじん

くゎんす 古語【鑵子】 お湯を沸かす器具 〔か〕の転音
くゎんす

ぐゎんたれ 粗悪品 ぼろ 出来が悪い

くゎんとう くゎんとな …とね …とや 食べないのか

くゎんどもん 食べませんか ②食べないだろう
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くゑー くゑーな くゑーね【喰え】 〔食べろ〕の卑語

くゑちーた 活着した 根着いた

ぐゑっこ 嘔吐 食べた物を戻す げろ へど
お う と

くをー くをーい くをーかい くをーだ くをーわい 食べよう

くをーごたなか くをーごつなか くをーごてなか くをーごとなか

くをーごんなか 食べたくない

くんだり【下り】 下り坂 下降傾斜道

くんだりむき【下り向き】 ②上座 上位席 来賓席

くんな【来勿】 くんなえ くんなぞ 《京》来るな 来るではないよ

くんなー 来ますか 来ませんか

くんながす〈繰り流す〉 処構わず水などを流す 汲み流す

ぐんなり《京》 ぐんにゃりする 力が抜ける

くんなな お出でにならないでください

…ぐんにゃ …位 程 時分 「一時間ぐんにゃ」

くんねこんね 来るのか来ないのかどっち

くんノいが【栗の毬】 毬 栗の表皮の針状突起
いが いが

くんノひーとる 蒸し薯が栗の様にほくほくしている

くんまき〈首巻き〉muffler 襟巻き scarf《京》
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