
「も行」の天草方言 「天草方言集 鶴田 功著」

…も …にも 協調するときに使う 「どうもこうも」

もいっくゎい もういっくゎい もう一度 once again
もいっちょ もういっちょ もひとつ もう一つ あと一つ

もいっとき もういっとき【一時】 今暫く 暫くして

もいっぺん《京》 もういっぺん【一遍】 再度 again
もうから もうかる 早々と 早々に 早くから

もうくる【儲ける】 利益を得る 得する ②子供をつくる

もうしあぐる もうしゃぐる もうしゃげる 申し上げる ②言い付ける 告げ口する

もうじき もう直 間もなく 直ぐに 今に
じき

もうた 回った 回転した ②舞った turn round
もうだ 揉んだ 柔らかくした 捻じた ②議論した

もうちょい《日ポ・京》 もうちょこっと もう少し 僅か

もうった 漏った ②漏洩した
ろうえい

もうっとる もれとる 漏っている

もうとる 回っている 回転している rotation
モートル 《オランダ語》motor 電動機 ②回転している

もうり【守り】defense 子守 あやして面倒見る《京》

もうる もるる【漏る】leak out 液体が外へ零れる（長呼）

もうろくしとる【耄碌】 頭や体の働きが衰える 惚ける
もうろく

もうやー お早いことですね お早いことで

もえー もやー 古語【舫ひ】moor 催合う 助け合う 共同 共有

もえーた もやーた 播種した 種を蒔いて芽吹かせた
は し ゅ

もえーた もやーた 燃やした ②感情を高ぶらせた 興奮した

もえさし【燃え差し 燃え止し】 燃え残り

もえっきた【萌えた】 芽生えた 芽を吹いた

もえん 萌えない 芽生えない 芽吹かない

もえん 燃えない ②意欲が湧かない ③興醒めする
きょうざ

もがう 反抗する resistance 抵抗する 弁駁する むずかる 小言を言う
べんばく

もくず【藻屑】 藻(海草)の屑

もくてん 思い掛けも無い 《志柿》

もぐもぐ もごもご〔擬態音〕 口を閉じて噛む ②はっきりしない喋り方
オ ノ マ ト ペ

もぐり【潜り】 潜水 diving ②無資格者 不法行為

もぐる 潜水する dive ②姿を隠す 物陰に隠れる

もこもこ 盛り上がり 隆起する様

もさっとして 無口で気が利かないで ぼうっとして

もさもさ ぼんやり 気が利かない

もざがいか もぞがいー もぞがいか むず痒い



もじもじする〔擬態音〕 焦れる もどかしい 思うようにならない
オ ノ マ ト ペ

もじゃもじゃ〔擬態音〕 毛や草などが密生する ②混乱する
オ ノ マ ト ペ

もす 上代敬語【申す】 ます 敬って言う 「仕えもす」

もせ 上代敬語【申せ】 して差し上げろ 「遣りもせ」

もそもそ もぞもぞ 昆虫が這い回る ②手足を小さく動かす

もたいた もたした 持った ②産んだ 「子もたした」

もだえた 急いだ 慌てた ②狼狽した 面食らった

もだえる もだゆる 古語【悶ゆ】 煩悶する ②体を捩る ③思い悩む 心配する
もだ

もだえる もだゆる 急ぐ hurry 慌てる 焦る 早くする

もだえろ もだえんか 急げ hurry up 早くしろ

もたぐる 古語【擡ぐ】 擡げる 持ち上げる ②煽てる
もた おだ

もたす お持ちになる ②お産なさる 「こうもたす」

もたすんな 持たせるな ②避妊しろ

もたせろ 持たせろ ②産ませろ

もたちーとる もたつく もたもた〔擬態音〕 進 捗しない 動作が遅い
オ ノ マ ト ペ しんちょく

もだゆる 急ぐ 慌てる 焦る 早くする

もだゆんな 急ぐな 慌てるな 焦るな

もたるる【凭れる】 他に体重を掛ける ②胃に支える

もたれかかる【凭れ掛かる】 寄り掛かる

もたん 待たない ②耐えられない 「体がもたん」

もち 保つ ②負担する ③担当する ④所有する 持つ

もちあぐる もちゃぐる もちゃげる 持ち上げる ②煽てる

もちぃっと もちっと《京》 もちょっと もっと もう少し

もちえん もちきらん もちゃえん 持てない 負担できない

もちくずす 古語【持ち崩す】 品行を乱す ②破産する

もちこたゆる 維持する 継続する 支え続ける

もちだし 社交上の出費 支出

もちった もちっとだ もちっとどま もう少し位は

もちどンかめ 餅でも食べろ

もちなげ【餅投げ】 餅まき 上棟式の儀式

もちノよか もちンよか 長持ちする 持続する

もちまえ【持ち前】 もちぶん 生まれつきの性質

もちまっせん もちやっせん 持っていません

もちもん 携帯品 所持品 ②性器

もちゃぐる もちゃげる《京》 擡げる lift 持ち上げる ②煽てる
もた おだ

もちょっと もっと もう少し 更に anew それ以上に

もつ【娶る】 mary 「嫁ごもつ」
めと

もつ【産む】 「子もつ」

もつ 日持ちする ②持ちこたえる 「日和は明日までもつど」

もっか もっきゃ（幼児語）尻を持ち上げる仕種
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もっけ【勿怪】 思い掛けないこと 「もっけのさいわい」

もっこ 古語【畚】basket 畚 背負い式運搬具《京》
ふご もっこ

もっこす 気質 character 気骨 spirit ②頑固 偏屈人 obstinacy
もった 持った ②産んだ 「こーもった」子を産んだ

もったいなか もったいにゃ もっちゃなか 古語【勿体無し】 《梵語》

もったつる もったてる【盛立てる】 高く積む

もったもん 金持ち rich man ②財産家

もっつき【餅搗き】 餅米を蒸して臼に入れ杵で搗く

もっつっき【餅搗き機】

もっづき お産の近い月 臨月

もってーなか 古語【勿体無し】 物が粗末にされて惜しい

もってけー もってこい 持って来い 持っておいで

もってこい 最適 optimum うってつけ お誂えむき《京》

もってはちけ 持って来いよ 持ってくるが良い

もってはってく 持って行ってしまう

もっとけ もっとれ 所持しておきなさい

もっとっとー もっとっとねー 持っているのか

もっとらす 「持っている」の敬語 ②金持ち

もっとらん 持っていない 持たない

もっとるや もっとんな …ね 持っていますか

もつる もてる 保存が利く ②異性に人気が有る

もつるる【縺れる】絡まる 混乱する ②仲違いする《日ポ》
もつ

もつれきゃーた もつれけーた【縺れた】 絡まった

もてあすぶ【弄ぶ】 手で弄る 玩具にする 相手を愚弄する

もでーた もでた 戻した ②嘔吐した ③離縁した

もでーとけ もでとけ 戻して置け

もでーとらん もでとらん 戻していない

もてきらん もてん 我慢できない 耐えられない

もてとる 持続している ②継続してる

もてなし 古語【持て成し】treat 接待 待遇 treatment 振る舞い

もてん 持ちが悪い 耐えられない ②異性に人気がない《京》

もとえ【元家】 本家 実家

もとえばたけ 自宅近くの菜園 菜園畑

もとおけ【元桶】 仕込み桶 大きな器

もとおる 古語【回る】 よく回る 思うように動く
もとほ

もどかしか 面倒くさい 焦れったい 苛立つ

もどかす 嘲 弄する からかう 《竜ヶ岳》
ちょうろう

もとかた〈元方〉 親方 master ②実家 里 ③主催者側

もどさん もどらせん 戻さない 帰さない

もどっとー もどっとなー もどっとねー 戻りますか
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もどっど もどっどだ もどっどもん 戻るでしょう

もともと【元々】 損得なし ②元来 元から 始めから

もどらす もどらる お戻りになる 帰られる

もどらっさん もどんなはらん お戻りにならない

もとらん 古語【回る】 口が思うように動かない
もとほ

もどらん 戻らない 帰らない ②回復しない ③逆転しない

もどりがけ もどりしな 帰る途中に 帰路に

もどりにゃー もどりゃー 戻りは

もとる【悖る】 反する 背く 逆らう

もどろい もどろかい もどろだ もどろわい 戻りましょう

もとンさや〈元の鞘〉 あるべきところ ②元の関係

もどんなした もどんなはった お帰りになった

もどんなっせ もどんなはりまっせ お帰りなさい

…もね …ものを …ではないか …じゃないの 「来んもね」

もねー もんに 者に ②物に

もねーならん 物にならない 成就しない 完成しない

…もねーろ …もねろ …ものやら 「よかもねろ」

…もねな …だよね ものよね《倉岳 竜ヶ岳》

ものいーみちしらん 挨拶や社交辞令が出来ない

ものいい ものいう 挨拶する ②お悔やみを言う

ものいり【物要り】 家計の出費 経費が嵩む《京》

ものがなしか 古語【物悲し】 何となく悲しい

ものがましか 物々しい 大袈裟だ 仰々しい

ものごい【物乞い】 乞食 物貰い

ものごいか 色や味が濃い

ものごつ ものごと【物事】 家の行事 冠婚葬祭

ものずき【物好き】 好事家
こ う ず か

ものだらん もんだらん もんだりん 物足りない

ものノ… ものン… 僅か(数量・時間)

ものノはでもなか 物の数でもない 僅かな数量

ものは(ヮ)そうだんばって 折り入っての相談だけど

ものもいわん 話もしない ②挨拶もしない

ものもりゃー ものもれー 乞食 ②瞼の腫瘍

もまるる 揉んで柔らかくなる ②大勢で押し合う ③議論する

もみくちゃ《京》 もみくっちゃ 人混みに揉まれる

もみすり【籾摺り】 籾の脱穀

もみたくる もみつらかす 矢鱈に揉む

もみどうら【籾俵】 籾を収納する俵

もむい《牛深》 もむる もめる《京》 近世語【揉める】 ごたごたが起きる

やきもきする 紛糾する



もめごつ もめごと 争い事 ごたごた 混乱 紛糾 trouble
もめかすな 混乱させるな やきもきさせるな 問題を起こすな

ももたぶら【股】 太股 thigh 大腿部
ふともも

ももひき【股引き】 ズボンの下ばき（下着）

もやー もやい《京》 古語【舫ひ】 催合い 助け合い 共有
もや

もやーた もやた 播種した 芽生えた

もやーた もやた 燃やした

もやーぶね もやいぶね 古語【舫ひ船】 二隻を繋いだ船

もやう 古語【舫ふ】moor 催合う 助け合う 共同する 共有する

もやかす もやす【燃やす】 燃す burn ②感情を高める

もやす【萌やす】 発芽させる

もゆる 古語【燃ゆ】 燃える burn 火がつく ②意欲が沸く

もゆる 古語【萌ゆ】 萌える bud 萌えてくる 発芽する 芽吹く

もようて もよて 古語【舫ふ】 助け合って 共同で 共有で

もようながめ【模様眺め】 様子見 成り行きを見定める

もらいそくのうた もらいそこのうた 貰い損ねた

もらいたか もらおうごたる 貰いたい ②結婚したい

もらいてノなか もらいてンなか 貰ってくれる人が居ない

もらいもん もりゃーもん もれーもん【貰い物】gift 頂き物

もらわした 貰われた ②嫁を迎えた《京》

もりゃーそくのうた もれーそこのーた 貰い損ねた

もるる【漏る】 漏れる 液体などが外に零れる ②外部に伝わる

もろうた《京》 もろた【貰った】 嫁を迎えた ②勝った

もろうてもらえ もろんもらえ 貰って頂け 求婚を受けろ

もろくって【諸繰】 縺れて 絡み合って
もつ

モロコシ トウキビ 蜀黍、唐黍 イネ科

もろっくっどな 貰って下さい 受け取って下さい《御所浦》

もろぶた【室蓋】 料理を入れる木製容器〔む〕の転音
むろぶた

もろに【諸に】 直接 まともに

…もん …物 …者 「貰い物」「元気者」

…もん …ものだ …だもの ｢早ゃーもん｣

…もん …でしょう …の筈だ ｢良かろもん｣

…もんか …もんきゃー …もんけー …ものか

もんがまえ【門構え】 門がある家 格式のある家

…もんき …ものだから 「来たもんき」

もんくたるる〈文句垂れる〉 だらだらと文句言う 苦情

…もんじゃか …もんじゃなか …ものではない

…もんじゃけん …もんじゃっで …ものだから

…もんぞ もんびゃー もんべー もんよ …ものだよ

もんぞくにゃー もんぞくねー 誤って品物を破損する
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もんだたん 不成立 役立たない 出来ない ②勃起しない

もんだつる もんだてる 立案する 実施する

もんだらん もんだりん 物足りない 不満足

もんちゃく 古語【悶 着】悶 着 troubles もめごと《京》
もんじゃく もんちゃく

…もんで …もので 「早ゃーもんで」

もんどりうつ 古語【翻筋斗】 宙返り とんぼ返り
も ん ど り

…もんナ …物は ②…者は 「大事な物ナなゑゃとけ」

…もんな もんね もんや …ものか ものですか

もんの… ものの… 「もんの３分」《京》

…もんば …ものを 「来るもんば」

…もんばい …もんばえ …ものだ 「大したもんばい」

もんびつ 古語【籾櫃】 籾の貯蔵容器
もみひつ

もんぺ【雪袴】 婦人用作業衣 和式ズボン
も ん ぺ
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