
【【【【日葡辞書日葡辞書日葡辞書日葡辞書】】】】にににに見見見見られるられるられるられる天草方言天草方言天草方言天草方言 【天草方言集 鶴田 功著】より
ニ ッ ポ

あえるあえるあえるあえる【和える】 あゆるあゆるあゆるあゆる【落ゆる】 あおのくあおのくあおのくあおのく【仰のく】 あかりあかりあかりあかり【灯り】

あがるあがるあがるあがる【上がる】 あけひろげるあけひろげるあけひろげるあけひろげる【開け拡げる】 あしつぎあしつぎあしつぎあしつぎ【足継ぎ】

あそびがてら あたじゃ あなまたぐされあそびがてら あたじゃ あなまたぐされあそびがてら あたじゃ あなまたぐされあそびがてら あたじゃ あなまたぐされ【孔股腐れ】 あほあほあほあほ【阿保】

あわてるあわてるあわてるあわてる【慌てる】 あんばいあんばいあんばいあんばい【塩梅】 いおいおいおいお【魚】 いかめしかいかめしかいかめしかいかめしか【厳めしい】

いぐるいぐるいぐるいぐる【抉る】 いっときいっときいっときいっとき【一時】 いねこぎいねこぎいねこぎいねこぎ【稲漕ぎ】 いひゅうもんいひゅうもんいひゅうもんいひゅうもん

いやしいいやしいいやしいいやしい【卑しい】 うーばんげなうーばんげなうーばんげなうーばんげな【大番外】 うくるうくるうくるうくる【受ける】

うちわるうちわるうちわるうちわる【打ち割る】 うっさめるうっさめるうっさめるうっさめる【醒める】 うったつ うっぽがすうったつ うっぽがすうったつ うっぽがすうったつ うっぽがす【穿つ】

うでまくりうでまくりうでまくりうでまくり【腕捲り】 うめあわするうめあわするうめあわするうめあわする【埋め合わす】 うゆるうゆるうゆるうゆる【植ゆ】

うろたゆる うわあぎうろたゆる うわあぎうろたゆる うわあぎうろたゆる うわあぎ【上顎】 えぐい えずい える えんかうちえぐい えずい える えんかうちえぐい えずい える えんかうちえぐい えずい える えんかうち【縁家内】

おうようかおうようかおうようかおうようか【大様】 おうどかおうどかおうどかおうどか【横道】 おうちゃくおうちゃくおうちゃくおうちゃく【横着】 おさおさおさおさ【長】

おずむ おつけおずむ おつけおずむ おつけおずむ おつけ【大御おつけ】 おっつけおっつけおっつけおっつけ【追っ付け】 おっとるおっとるおっとるおっとる【押っ取る】

おとといおとといおとといおととい【一昨日】 おめくおめくおめくおめく【喚く】 かいーかいーかいーかいー【痒い】 かかゆるかかゆるかかゆるかかゆる【抱える】

かかるかかるかかるかかる【掛かる】 かけあうかけあうかけあうかけあう【掛け合う】 かげんかげんかげんかげん【加減】 かこつくるかこつくるかこつくるかこつくる【託く】

かさかさかさかさ【瘡】 かさっぱち かすくるかさっぱち かすくるかさっぱち かすくるかさっぱち かすくる【掠る】 かするかするかするかする【掠る】 がたがたがたがた【潟】

かたぐかたぐかたぐかたぐ【担ぐ】 かたげるかたげるかたげるかたげる【担ぐ】 かつかつ かつがつかつかつ かつがつかつかつ かつがつかつかつ かつがつ【且且】 かつれるかつれるかつれるかつれる【飢える】

がてら かなゆるがてら かなゆるがてら かなゆるがてら かなゆる【叶える】 がぶがぶ かまげがぶがぶ かまげがぶがぶ かまげがぶがぶ かまげ【叺】 かますかますかますかます【叺】 かまちかまちかまちかまち【框】

かます かます

かやすかやすかやすかやす【返す】 からげるからげるからげるからげる【絡ぐ】 かるうかるうかるうかるう【負う】 かるかかるかかるかかるか【軽い】

から

かわっきるかわっきるかわっきるかわっきる【乾き切る】 かわべりかわべりかわべりかわべり【川辺】 かわらけかわらけかわらけかわらけ【土器】

きこんのあるきこんのあるきこんのあるきこんのある【気根】 きしょくきしょくきしょくきしょく【気色】 きたなしきたなしきたなしきたなし【汚い】 きついきついきついきつい

きばるきばるきばるきばる【気張る】 きぶくれるきぶくれるきぶくれるきぶくれる【着膨れ】 きもいりきもいりきもいりきもいり【肝煎り】 きやすきやすきやすきやす【消す】

きゆるきゆるきゆるきゆる【消える】 ぎょうらしいぎょうらしいぎょうらしいぎょうらしい【仰らしい】 きりばんきりばんきりばんきりばん【切り盤】

きれもんきれもんきれもんきれもん【切れ物】 くさるるくさるるくさるるくさるる【腐る】 くだけくだけくだけくだけ【砕け】 くる くだすくる くだすくる くだすくる くだす【下す】

くたぶるるくたぶるるくたぶるるくたぶるる【草臥れる】 くだらん くちなわくだらん くちなわくだらん くちなわくだらん くちなわ【朽ち縄】 くどくどくどくど【竈突】

くどかくどかくどかくどか【諄い】 くどらしかくどらしかくどらしかくどらしか【諄い】 くねるくねるくねるくねる【曲る】 くびるくびるくびるくびる【括る】

くぼむくぼむくぼむくぼむ【窪む】 くめんくめんくめんくめん【工面】 くやすくやすくやすくやす【壊す】 くゆるくゆるくゆるくゆる【壊れる】

くらいつくくらいつくくらいつくくらいつく【食らい付く】 くらまかすくらまかすくらまかすくらまかす【眩ます】 ぐりいしぐりいしぐりいしぐりいし【栗石】

くるぶしくるぶしくるぶしくるぶし【踝】 ぐわらり けしかくるぐわらり けしかくるぐわらり けしかくるぐわらり けしかくる【嗾ける】 けたくそけたくそけたくそけたくそ【卦体糞】

げな けむたいげな けむたいげな けむたいげな けむたい【煙たい】 こがるるこがるるこがるるこがるる【焦がれる】 こころもとのうこころもとのうこころもとのうこころもとのう【心許なし】

こしらゆるこしらゆるこしらゆるこしらゆる【拵える】 こずむこずむこずむこずむ【小積む】 こそばいいこそばいいこそばいいこそばいい【擽ゆし】

ことつくることつくることつくることつくる【託ける】 ことつけことつけことつけことつけ【言伝】 こぼるるこぼるるこぼるるこぼるる【零れる】

こまごついうこまごついうこまごついうこまごついう【細事言う】 こらえんこらえんこらえんこらえん【堪えぬ】 こらゆるこらゆるこらゆるこらゆる【堪える】

さかしかさかしかさかしかさかしか【盛し】 さかっとるさかっとるさかっとるさかっとる【盛っている】 さかるさかるさかるさかる【盛る】 さするさするさするさする【摩る】

さっさせろ さばくるさっさせろ さばくるさっさせろ さばくるさっさせろ さばくる【捌ける】 さばけるさばけるさばけるさばける【捌ける】 しいらしいらしいらしいら【粃】

しいな

しおはいかしおはいかしおはいかしおはいか【塩鹹ゆし】 しかーとしかーとしかーとしかーと【確と】 しがむるしがむるしがむるしがむる【顰める】 しけるしけるしけるしける【時化る】

しったかぶり しっぺがえししったかぶり しっぺがえししったかぶり しっぺがえししったかぶり しっぺがえし【竹篦返し】 しどろもどろ しばたたくしどろもどろ しばたたくしどろもどろ しばたたくしどろもどろ しばたたく【瞬く】



しびり しまうしびり しまうしびり しまうしびり しまう【仕舞う】 しゃーしゃーしゃーしゃー【菜】 しょうねしょうねしょうねしょうね【性根】 しらあえしらあえしらあえしらあえ【白和え】

しわがるる じんしわがるる じんしわがるる じんしわがるる じん【仁】 じんべんじんべんじんべんじんべん【神変】 すがりつく すくるすがりつく すくるすがりつく すくるすがりつく すくる【透ける】

すくるるすくるるすくるるすくるる【竦む】 すげかゆる すさわらすげかゆる すさわらすげかゆる すさわらすげかゆる すさわら【寸莎藁】 すすくるすすくるすすくるすすくる【煤ける】

すびく すむ せがむ せしすびく すむ せがむ せしすびく すむ せがむ せしすびく すむ せがむ せし【施主】 せせるせせるせせるせせる【弄る】 せわなしせわなしせわなしせわなし【世話無し】

ぞうよぞうよぞうよぞうよ【雑用】 そこなうそこなうそこなうそこなう【損なう】 そざすそざすそざすそざす【損ず】 そそっかしそそっかしそそっかしそそっかし

そびくそびくそびくそびく【しょ引く】 そろっと ぞろびく たくれる たでる だるかそろっと ぞろびく たくれる たでる だるかそろっと ぞろびく たくれる たでる だるかそろっと ぞろびく たくれる たでる だるか【怠い】

だれるだれるだれるだれる【懈い】 たわけもんたわけもんたわけもんたわけもん【戯け者】 たんごたんごたんごたんご【担桶】 たんねるたんねるたんねるたんねる【訪ねる】

ちぢむるちぢむるちぢむるちぢむる【縮める】 ちゅうのうちゅうのうちゅうのうちゅうのう【手斧】 ちんちくちんちくちんちくちんちく【珍竹】 つかまえるつかまえるつかまえるつかまえる【捕まえる】

つまえるつまえるつまえるつまえる【摘える】 つましか つるんどるつましか つるんどるつましか つるんどるつましか つるんどる【連む】 でかかるでかかるでかかるでかかる【出掛ける】

でかした でくるでかした でくるでかした でくるでかした でくる【出来る】 でけるでけるでけるでける【出来る】 てしおてしおてしおてしお【手塩】 でたちでたちでたちでたち【出発ち】

てのはらてのはらてのはらてのはら【掌】 とうしでとうしでとうしでとうしで【通しで】 とがるとがるとがるとがる【尖る】 ときにが とぎるときにが とぎるときにが とぎるときにが とぎる【削る】

どじ とぜんなかどじ とぜんなかどじ とぜんなかどじ とぜんなか【徒然ない】 どんこんならん なうどんこんならん なうどんこんならん なうどんこんならん なう【綯う】 なおるなおるなおるなおる【治る】

なする なまぬるかなする なまぬるかなする なまぬるかなする なまぬるか【生温い】 なまもんなまもんなまもんなまもん【生物】なゆるなゆるなゆるなゆる【萎える】

なんぎするなんぎするなんぎするなんぎする【難儀】 なんさまなんさまなんさまなんさま【何様】 なんのかんのなんのかんのなんのかんのなんのかんの【何や彼や】

にがごうりにがごうりにがごうりにがごうり【苦瓜】 にゆるにゆるにゆるにゆる【煮える】 にらみつくるにらみつくるにらみつくるにらみつくる【睨み付ける】

ぬくむるぬくむるぬくむるぬくむる【温める】 ぬすどぬすどぬすどぬすど【盗人】 ぬっかぬっかぬっかぬっか【温い】 ぬるるぬるるぬるるぬるる【濡れる】

ねおぞみ ねずむ ねぶるねおぞみ ねずむ ねぶるねおぞみ ねずむ ねぶるねおぞみ ねずむ ねぶる【眠る】 ねまる はいよねまる はいよねまる はいよねまる はいよ【拝領】 はかんいくはかんいくはかんいくはかんいく【捗る】

はぐるはぐるはぐるはぐる【剥げる】 はげみずはげみずはげみずはげみず【半夏水】 はしり はみはしり はみはしり はみはしり はみ【食み】 はりあうはりあうはりあうはりあう【張り合う】

はわくはわくはわくはわく【掃く】 はわきだめはわきだめはわきだめはわきだめ【掃き貯め】 はんだいはんだいはんだいはんだい【飯台】 ひがらひがらひがらひがら

はは

ひきさくひきさくひきさくひきさく【引き裂く】 ひきたくる ひきちぎるひきたくる ひきちぎるひきたくる ひきちぎるひきたくる ひきちぎる【引き契る】 ひだるいひだるいひだるいひだるい

ひっかかるひっかかるひっかかるひっかかる【引掛かる】 ひっきるひっきるひっきるひっきる【引き切る】 ひっこめるひっこめるひっこめるひっこめる【引き込める】

ひっちぎるひっちぎるひっちぎるひっちぎる【引千切る】 ひっつかまえるひっつかまえるひっつかまえるひっつかまえる【捕まえる】 ひっつくひっつくひっつくひっつく【引っ付く】

ひっぱぐるひっぱぐるひっぱぐるひっぱぐる【引き剥げる】 ひでる ひとつぶせ ひともじひでる ひとつぶせ ひともじひでる ひとつぶせ ひともじひでる ひとつぶせ ひともじ【一文字】

ひのかさひのかさひのかさひのかさ【日の暈】 ひやがるひやがるひやがるひやがる【干上がる】 ひゆるひゆるひゆるひゆる【冷える】 ひょうげもんひょうげもんひょうげもんひょうげもん

ひょうろうひょうろうひょうろうひょうろう【兵糧】 ひらくち ふいきんひらくち ふいきんひらくち ふいきんひらくち ふいきん【布巾】 ふうべたふうべたふうべたふうべた【頬桁】

ぶえんぶえんぶえんぶえん【無塩】 ふくるふくるふくるふくる【老ける】 ふくるるふくるるふくるるふくるる【膨れる】 ぶげんしゃぶげんしゃぶげんしゃぶげんしゃ【分限者】

ぶさいくぶさいくぶさいくぶさいく【不細工】 ふせする ぶちふせする ぶちふせする ぶちふせする ぶち【淵】 ふとうなるふとうなるふとうなるふとうなる【太くなる】

ふぬけふぬけふぬけふぬけ【腑抜け】 ふのわるいふのわるいふのわるいふのわるい【符が悪い】 ふまゆるふまゆるふまゆるふまゆる【踏まえる】 ふんぱたがるふんぱたがるふんぱたがるふんぱたがる

へぎへぎへぎへぎ【折ぎ】 へしおるへしおるへしおるへしおる【圧し折る】 ほうけるほうけるほうけるほうける【惚ける】 ほうらつほうらつほうらつほうらつ【放埒】

ほがすほがすほがすほがす【穿つ】 ほけほけほけほけ【蒸気】 ほこるほこるほこるほこる【誇る】 ほこるるほこるるほこるるほこるる【綻ぶ】 ほそびきほそびきほそびきほそびき

ほたぎほたぎほたぎほたぎ【榾木】 ほとくほとくほとくほとく【解く】 ほむるほむるほむるほむる【褒める】 ほめくほめくほめくほめく【火めく】

まーちっと まいげまーちっと まいげまーちっと まいげまーちっと まいげ【眉毛】 まいだれまいだれまいだれまいだれ【前垂れ】 まくりあぐるまくりあぐるまくりあぐるまくりあぐる【捲り上げる】

まくるまくるまくるまくる【負ける】 まずるまずるまずるまずる【混ぜる】 まちっと まちながいまちっと まちながいまちっと まちながいまちっと まちながい【待ち長い】

まっと まばゆいまっと まばゆいまっと まばゆいまっと まばゆい【目映い】 まめなまめなまめなまめな【忠実な】 まめるまめるまめるまめる【廻る】 みたてみたてみたてみたて【見立て】

みっとむないみっとむないみっとむないみっとむない【見たくもない】 みゆるみゆるみゆるみゆる【見える】 むげなむげなむげなむげな【無碍】 むしろむしろむしろむしろ【莚】

めごめごめごめご【目籠】 めしつぎめしつぎめしつぎめしつぎ【飯次】 めんめんにめんめんにめんめんにめんめんに【面々に】 もうちょいもうちょいもうちょいもうちょい

もつる もつるるもつる もつるるもつる もつるるもつる もつるる【縺れる】 ゆるかゆるかゆるかゆるか【緩い】 ゆるりと ようやっと ようよゆるりと ようやっと ようよゆるりと ようやっと ようよゆるりと ようやっと ようよ

よくるよくるよくるよくる【避ける】 よごるるよごるるよごるるよごるる【汚れる】 よさりよさりよさりよさり【夜さり】 よっぽどよっぽどよっぽどよっぽど【余程】



よどるよどるよどるよどる【夜取る】 よなべよなべよなべよなべ【夜業】 よま わずろうとるよま わずろうとるよま わずろうとるよま わずろうとる【患う】 わやわやわやわや


