
「め行」の天草方言 「天草方言集 鶴田 功著」

めいっぴゃー【目一杯】 限度ぎりぎりまで 精一杯に

めいしょンよか 目が冴えて眠気を催さない

めいどみやげ 冥土へのおみやげ 年老いて良い思いをする

めー【間】 〔ま〕の転音 「めーにあわん」間に合わない

めーかからん めかからん 見えない ②見付からない

めーかかる めかかる 見える ②見付かる

めーぎり 施毛 頭髪の巻毛《佐伊津 五和》
つ む じ

めーげ【眉毛】eyebrow 〔ま〕の転音《佐伊津 五和》

めーし めし【飯】 ご飯 食事

めーすかたる めーすとる 古語【阿る 諂ふ】 おべっかを言う
おもね へつら

めーた 蒔いた 播種した 撒いた 散らした《佐伊津 五和》

めーた 巻いた 丸めた 捻巻いた 取り巻いた《佐伊津 五和》

めーつっぱり オオバコの茎

めーとぎらかす 鋭い眼差し

めーとけ 巻いておけ 〔ま〕の転音《佐伊津 五和》

めーとる 巻いている 〔ま〕の転音《佐伊津 五和》

めーにあう 間に合う 〔ま〕の転音

めーにあわん めにあわん 間に合わない 〔ま〕の転音

めーにち【毎日】 連日 every day 〔ま〕の転音
めーにち【命日】dearth-day 忌日 亡くなった日を偲ぶ仏事

めーノはる めーはる 目が冴えて眠れない

めーノみえん めーンみえん 視力がない 見えない

めーノもーた めノもうた めンもうた 目眩がした
め ま い

めーらん 参らない お詣りしない《佐伊津 五和》

めーりぎゃいく めーりげいく お参りに行く

めーる【参る】visit 参拝する 〔ま〕の転音《佐伊津 五和》

めーれ【参れ】 参りなさい 参拝しなさい《佐伊津 五和》

めーろーだ めーろーわい 参りましょう《佐伊津 五和》

めーやくばって 迷惑ですが 済みませんが

めーわく【迷惑】《梵語》 他人が不利益や不快になる

めーンまわった めンまわった 目眩がした
め ま い

めかたンたおるる【目方】weight 重量が少し軽い

めぎる 睨む glare at《湯島》
…めく …それらしくなる 「ごっつぉーめく」

めくじら 目角 ②小さなこと 「目くじらたつる」睨む

めくそ【目糞】 めやね【目脂】 eye wax
やに

めくばせ【目配せ】wink 目で合図する
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めくるる【捲る】 紙などが剥がれて裏返しになる

めげらしか 可哀相だ 《牛深》

めご 竹製の網目籠 天秤棒で担う竹籠《日ポ》

めごいにゃーどん 目籠担い ②魚等の行商人

めざとか【目敏い】 着眼が早い 目覚まし易い

めさまし めざまし【目覚し】 ②伽見舞い ③幼児のおやつ

めざめん めノさめん 目が覚めない

めしくい《牛深》 めしくる めっくる 見付ける 探す

めしくぃまっしゅかい …やっしゅかい 食事しましょうか

めしくう〈飯喰う〉 めしぷう《高浜》 食事する

めしくゎせー めしくゎせな 食事させてくれ

めしくゎんかい めしくゎんけー 食事しないか

めしくゑー ご飯を食べなさい 食事しなさい

めしくをーい めしくをーだ めしくをーわい 食事しよう

めしけじゃーた めしけた 見つけだした

めしじゃくし【飯杓子】 杓文字 ご飯をすくう道具

めしちゃーた めしてーた ご飯を炊いた

めしつぎ 古語【飯次】 飯櫃 ご飯の保温容器《日ポ》

めしつび めしつぶ【飯粒】 ご飯粒

めじゃなか 眼目ではない 目的ではない

めしゅる めしる〈目汁〉 涙 tear
めしンしぇ めしンしゃ〈飯ン菜 〉ご飯のおかず 副食品

めしンたね〈飯の種〉 生活の糧 生活手段

メス 《オランダ語》mes 手術用小刀

めずらしかよー めずらっさー お珍しいことよ

めずらしもん【珍品】 滅多に見ない物

めそめそ 女々しく泣く

めた めった【牝】 牝牛 cow
めちゃくゎちゃ【無茶苦茶】 出鱈目 random 度が過ぎる

めちゃめちゃ【滅茶滅茶】 出鱈目 度が過ぎる

めつきンわるか 目つきが悪い 目の表情が悪い

めっからん 見つからない

めっくる めっける 見つける find
めっけじゃーた めっけた 見つけた

めっそうで 目測 目分量 見当 見込 大体 大まか《京》

めっそうむなか めっそうもなか 古語【滅相】《梵語》 法外 とんでもない
めっさう

めった めっちゃ めってー 古語【滅多】 殆ど 無闇に

めったにゃなか めっちゃなか 希有だ rare 非常に珍しい
めっぽやたりゃ【滅法矢鱈】《梵語》 むやみに みだりに

めでちゃー めでてゃー【目出度い】 happy
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めど【目処 目途】mark 目標 見当 目当て aim
めどり 目付き look 目使い 眼差し 視線

めどりノわるか めどんノわるか 目の表情が悪い

めとんぼまゑーとる 蜻蛉の眼を回すが如く見回している
と ん ぼ

めどンたたん【目処 目途】 予測できない

めにあう 間に合う 役立つ 〔ま〕の転音

めにあわん 間に合わない 役立たない〔ま〕の転音

めにううた めにおうた 間に合った〔ま〕の転音

めにちーた 目についた

めノきく 眼力がある 観察力がある

めノこえとる 観察眼が優れている

めノかたき【目の敵】 目障りで憎らしく思う

めノさむる めンさむる 目が覚める 思い知る

めノさめん めンさめん 目が覚めない ②懲りない

めノしょうがつ めノしょうぐゎつ 目の保養 珍品

めノどく 刺激的な光景 エロチックな光景

めノは めンは コンブ科の海草 若布
わ か め

めノまわった めノもうた めンもうた 目眩がした
め ま い

めひょうしあわん【間拍子】 間に合わない〔ま〕の転音

めみゃー【目眩】
め ま い

めめじょ【女女女】 女性の性器 vagina
めめず《京》 めめぞ めめんず めめんぞ【蚯蚓】

み み ず

めもん 目に入る塵 「めもんのひゃーった」

めやね【目脂】eye wax 目糞
め や に

めりくーだ めりこーだ 減り込んだ

めりこむ【減り込む】 沈んで填り込む

メリヤス 《スペイン語》medias 伸縮性の機械織物

めろめろ〔擬態音〕 愛情におぼれてだらしなくなる
オ ノ マ ト ペ

めん【牝 雌】 動物のメス
めす めす

めんくい【面食い】 美人 ②美人好み

めンくりたま めンたま《京》【目玉】eyeball 眼球
メンツ【面子】《中国語》 面目 対面 honor

めんぼく

めんどうか めんどくさか めんどくしぇー めんどくしゃー

【面倒臭い】trouble 煩わしい

メンハ ワカメ（海藻）

めンまえ【目の前】 目前 present
めんめんに 古語【面々】 各人で 一人一人に《日ポ・京》
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