
「む行」の天草方言 「天草方言集 鶴田 功著」

むうらしか むらしか 蒸し蒸しする 湿度が多い 鬱陶しい gloomy
うつとう

むかい むかえ【向側】 向こう側 反対側 対岸

むかご 古語【むかご】 山芋の実
ヤマイモ

むかぜ【百足】 多足類の節足動物
ム カ デ

むかつく むかむか〔擬態音〕 腹が立つ 癪に障る ②吐き気がする
オ ノ マ ト ペ しゃく

むかる 古語【立ち向かふ】 挑む 敵対する 対峙する
いど

むかんな 歯向かうな 逆らうな

むきーなる【無気】 我を忘れて逆上する 無鉄砲な気持ち

むきけ《日ポ》 むっけ 吐き気 嘔吐を催す

むぎしのう むぎしの【麦収納】 麦を脱穀する

むきふむき【向き不向き】 適応と不適応 相応不相応

むきむき 好みやタイプの違い 相応 ②適所

むぎわらえ むっからえ 麦藁葺きの家
わらぶき

むぐめし【麦飯】 麦ご飯 （麦の転音）

むくりゅう ムクロジの実 ムクロジ科の落葉高木

むくる【向ける】 方向付ける

むくる【捲れる】 皮が剥げる 砕ける ②交渉が成立する
めく

むくるる むくれる【剥ける】 捲れる ②ふて腐る 不機嫌になる

むけ むけい 向きなさい 「こっちむけ」

むけー むこーさね むこうさん 向こうに

むげー むげこつ むげなか《上津深江》 むげらしか むごか 古語【惨い】
むご

無慈悲だ 冷酷 残酷 酷い 可愛そう

むけん 砕けない 打ち解けない ②交渉が不成立

むごう 大層 very とても ②ひどく 随分

むこういき むこうぎ【向こう気】 張り合う気持ち 鼻っ柱

むこうずね むこずね〈向こう脛〉 足の脛 leg《京》
むこうづら むこづら〈向こう面〉 額

ひたい

むこうふんどし〈向こう褌〉 相手の元手で利を稼ぐ

むこうめし〈向こう飯〉 賄い付き 食事付きの労働条件

むこうもち〈向こう持ち〉 相手側が経費を負担すること

むごか むごたらしか 古語【惨い】 冷酷 残酷 酷い 悲惨
むご ひど

むこどん【婿殿】 婿 花婿

むさくるしか 汚らしい 散らかしている

むざむざと 無惨に ②訳もなく 無造作に

むざん 古語【無惨】 残酷 乱暴 violence むごたらしい

むしえ【虫追い】 害虫退散祈願の農家行事

むじぇ(ぜ)ー むぞうか むぞか 古語【無慙】 可愛い darling
む ぞ う
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むじぇ(ぜ)ーなもんじゃん 可愛いものだ

むしくれ【虫喰い】 虫が囓った果実や穀類

むしけら【虫螻】 害虫 ②身分の卑しい者
むしけら

むしごっぱ【蒸し木っ端】 薄切り芋を蒸した乾燥食品

むしずノはしる【虫唾】 苦い胃酸が上がる ②大層嫌なこと

むしっつらかす むしりつらかす やたらと毟る

むしぬくぃ むしぬっか 蒸し暑い

むしノしらせ むしンしらせ 悪い予感

むしノすかん むしンすかん 相性が悪い

むしノつく むしンつく 虫がつく ②不純になる

むしノよか むしンよか 自分勝手 身勝手

むしますなー むしやすなー 蒸し暑いですね

むしむし〔擬態音〕 湿度が高い 蒸し暑さ
オ ノ マ ト ペ

むしゃくしゃする 腹が立つ 苛立つ 逆上する

むじゃっか【無邪気】 邪気がない あどけない 天真爛漫

むしゃノよか むしゃンよか 武者振りがよい 恰好良い

むじょう 古語【無常】常でない はかない ②葬式 弔い
むじゃう

むじょうこう【無常講】葬儀費用の足しに金品を出す講組織

むじょうまい【無常米】 弔いに持ち寄る米

むしる【毟る】pluck 草を摘む ②魚を食べる ③幼児がじゃれつく

むしろ 古語【莚】 稲藁などで編んだ敷物《日ポ》

むしん【無心】 何も考えない ②金をねだる《京》

むすーとして 無口で 不機嫌で 無愛想

むすぼる【結ぼる】 取っ組合う ②男女合体 交接

むすめじょう【娘嬢】doughter 〔娘〕の愛称

むする 古語【咽ぶ】sob むせる 咳込む

むぞうがる むぞがる 古語【無慙】 可愛がる
む ぞ う

むぞうげ むぞうなげ 古語【無慙 無慚】 不憫 可哀相 気の毒 痛ましい ②残酷
む ざ ん む ざ ん ふ び ん

むぞうしぇ(せ) むぞうしゃ むぞしゃ 可愛さに

むぞうしてのさん むぞうてのさん 可愛くてたまらない

むぞか 古語【無慙】 可愛い darling 可愛らしい charming
む ぞ う

むぞげ《日ポ》むぞげか むぞげん むぞなげ 古語【無慙 無慚】 不憫 可哀相
む ざ ん む ざ ん ふ び ん

気の毒 痛ましい ②残酷

むぞげムなか むぞげンなか 可愛げがない

むぞらしー むぞらしか 可愛いらしい

むだがね むだじぇ(ぜ)ん むだぜん 無駄金

むだぐちたたく【無駄口叩く】 駄弁

むたむなか むたんなか 見たくもない みっともない 見苦しい 〔み〕の転音

むつかしか 古語【難し】difficult 面倒だ 煩わしい

むつかしか むづがいか【むず痒い】

http://www.amakusa1.com/hogen/voice/mukoe/my.wav
http://www.amakusa1.com/hogen/voice/mukoe/mz.wav
http://www.amakusa1.com/hogen/voice/mukoe/mn.wav


むっからえ 麦藁葺きの家
わらぶき

むづがる 古語【憤る】 機嫌を悪くする 不快になる
むつか

むっくり 盛り上がっている ②急に起きる

むっじゃなかろかい むりじゃかろかい 無理ではないだろうか

むっじゃろう むりじゃろ 無理だろう

むつるる 古語【縺る】 絡まる ②仲互い ③混乱する
もつ

むなあげ【棟上げ】 上棟式 建ち家

むなくそンわるか【胸糞悪い】 不愉快 気分が悪い

むなぐら【胸倉】 胸襟の部分《京》

むなさわぎ【胸騒ぎ】 心配事 悪い予感

むなざんにょう【胸算用】 暗算

むなつけ むなづけ【胸付け】 会食前の摘み食い

むねぇこん むねにこん 納得できない しっくりこない 思い当たらない

むねくじる 胸焼けする 胃もたれ 胃酸過多

むねそくなう むねそこなう 食後気分が悪くなる

むねにくる 思い当たる 深く感じる 心に響く 共鳴する

むねにこん 納得できない 理解できない 思い当たらない

むらぎ【斑気】whim 移り気 気が変わりやすい

むらしか 蒸し蒸しする 湿度が多い 鬱陶しい gloomy
うつとう

むらはちぶ【村八分】 葬儀と火災意外は村仲間の交際を外す

むらむら〔擬態音〕 感情の高まり 逆上 興奮
オ ノ マ ト ペ

むらやく【村役】 地区の公役 世話役人

むらンでくる むらンなる【班】 班点ができる 染め斑
むら

むりゆう むんなこつゆう 無理な難題を言う

むるる【蒸れる】be steamed 熱や蒸気がこもる

むれ【蒸れ】 「むれンあがる」餅や赤飯が蒸し揚がる

むれとる【群れる】crowd 動物が一ヶ所に集る《日ポ》

むろぶた【室蓋】 蒸し器のふた

むんなこついうな 無理なことを言うな
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