
「ぬ行」の天草方言 「天草方言集 鶴田 功著」

ぬいあげ ぬいやげ 着物の丈を調整する縫い込み

ぬいもん 裁縫 和裁 《京》

ぬうだ【飲んだ】 〔の〕の転音 《佐伊津 五和》

ぬうだ【伸びだ】 〔の〕の転音 《佐伊津 五和》

ぬうだろうにゅう ぬうだろにゅう 飲んだら寝よう

ぬうだろが ぬうだろもん 飲んだでしょう

ぬうておく ぬうとく 縫っておく

ぬうでみゅうだ ぬうンみゅうだ (酒を)飲もうよ 〔の〕の転音

ぬうどっどー 飲んでいるだろう 飲んでいるな

ぬうどる 飲んでいる 酔っている《佐伊津 五和》

ぬうどる 伸びている 《佐伊津 五和》

ぬうなし【能無し】 才能がない 気が利かない 〔の〕の転音

ぬうノよか (猫などが)知恵がある 脳(頭)が良い 能力

ぬかす 古語【吐かす】 人が〔言う〕の卑語 ほざく《京》

ぬがすなえ ぬがすなぞ ぬがすめーぞ 逃がすなよ

ぬかよるこび【糠喜び】 喜びが実現せず当てが外れる

ぬかる 古語【貫く】pierce 貫通する 突き通る ②埋まる 《日ポ》

ぬかる 古語【抜かる】 油断する 失敗する しくじる

ぬきさしならん どうすることもできない

ぬぎつらかす 脱ぎ散らす 脱衣を散らす

ぬきゃーて ぬけーて 抜かして 取り落として 間をとばす

ぬくぃー ぬっか【温い】warm 暑い hot 暖かい《日ポ》

ぬくぃもん ぬくさー 暑いものだ

ぬぐいそうじ ぬぐぃそうじ 拭き掃除

ぬくーい ぬくーして ぬくーて 暑くて 暖かくて

ぬぐう【拭く】wipe out 汚れを落とす 綺麗にする 清める

ぬくーござす ぬくーござっす 暑いですね

ぬくーなった ぬくなった 温かくなった

ぬくーなる ぬくなる《京》 温暖になる 暑くなる

ぬくーぬくーしとれ 常に暖かくしていろ

ぬくせー (ぬくしぇ) ぬくしゃー 暑がって 暖かくて

ぬくたらしか 暑苦しい 暑くて体が怠い

ぬくぬくしとる 近世語【ぬくぬくと】 図々しく 図太く

ぬくみンちーた 気候が温暖になった

ぬくむる ぬくめる《日ポ・京》 古語【暖む】hot up ②鳥の抱卵

ぬくもる 温かくなる 暖まる warm《京》
ぬくる ぬぐる 古語【抜く】 抜け出る 脱落する 外れる
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ぬげ 土手 bank 堤防 崖 cliff
ぬげぐえ 土手崩れ 崖崩れ

ぬけさく 間抜け 気が利かない人（罵言）《京》

ぬけじゃーた ぬけでーた 抜け出した

ぬけとる 通り抜けている 離脱している 間が抜けている

ぬけぬけと 厚かましく 臆面もなく 図々しく《京》

ぬけめノなか ぬけめンなか 手抜かりがない

ぬげンくえる ぬげンくゆる 土手が崩壊する

ぬさり 授かり 天の恵み 巡り合わせ 良縁 宿命 destiny
ぬさる 授かる 良いめにあう 思いが叶う 有りつく

ぬさん 我慢ならない 勢いに負ける

ぬし 古語【主】master 主人 夫 君 あなた ②所有者

ぬしがえ ぬしげ あなたの家

ぬしがつ ぬしがと あなたの物 君の物

ぬしがね ぬしがのい ぬしがのう 主がね あなたがね

ぬしだ ぬしどま ぬしどみゃ【主共】 君達は

ぬしもぬし お主としたことが 君らしくない

ぬしゃ お主は 君は お前は

ぬすくる《京》 ぬすっつくる ぬする 古語【塗る】 塗り付ける

ぬすくる ぬすける 間抜ける 惚ける 知らぬふりする 白を切る

ぬすけ【抜け助】 間抜け野郎 知恵なし 気が利かない人

ぬすけとる 間が抜けている 惚けている 知らんぷりしている

ぬすっと ぬすど【盗人】thief 泥棒 盗賊《京》

ぬた【饅】 酢味噌を擂り潰したもの《京》

ぬたあえ【饅和え】 酢味噌和えの料理

ぬたくっつくる ぬたくる 粘り気のあるものを塗り付ける

ぬたつく べとつく べっとりとしている

ぬっか【温い】calm 暑い 暖かい warm 熱い《日ポ》

ぬっかろじゃー ぬっかろでー 暑いだろうに

ぬったくる ぬっつらかす やたらと塗る

ぬっつく へばり付く ぴったりとくっ付く

ぬっぺらぼう 凹凸がない顔 ②目鼻がないお化け

ぬてーっとしとる 掴み所がない

ぬのこ【布子】 綿入れの着物

ぬびゃーて ぬべーて 伸ばして 長くして〔の〕の転音

ぬぶる ぬべる【延べる】 延ばす 延期する〔の〕の転音

ぬまる 砂や土中に埋まる 埋没する 泥濘に入り込む
ぬかるみ

ぬめくる ぬめる 古語【滑る】slip 滑って前に倒れる
ぬめ

ぬめくったわす ぬめったわす 滑って転倒する

ぬめぬめ ぬらぬら〔擬態音〕 滑り易い ねっとり
オ ノ マ ト ペ
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ぬめり 古語【滑り】 粘り気のある粘液 ウナギなどの粘液
ぬめ

ぬらか ぬりー ぬるか ぬれー ぬろか【鈍い】 動作や速度が遅い
のろ

②頭の働きが鈍い〔の〕の転音

ぬらかす ぬれかす【濡らす】wet
ぬらきゃーた ぬらけーた《佐伊津・五和》 濡らした

ぬらりくらり ぬれんくれん のらりくらり 不真面目に

ぬりー ぬるか 古語【微温し】 生暖かい ②手緩い
ぬ る

ぬりかけ 塗装工事の途中

ぬりたて 塗装して直ぐ 塗料が未乾燥の状態

ぬりもん【塗り物】 漆器類 漆塗り

ぬりゃー ぬれー【鈍い】 動作が遅い ②頭の働きが鈍い
のろ

ぬる 古語【寝る】 寝る 眠る sleep 横になる ②病気する〔ね〕の転音
ぬ ね

ぬるーい ぬるーして ぬるーて 温くて 温すぎて

ぬるーしなる ぬるーひなる ぬるーなる 冷めてしまう

ぬるかい ぬるきゃー ぬるけー 寝るか 休むか 眠るか

ぬるがたいしょう 寝るのが一番 寝るに限る

ぬるまゆ 古語【微温湯】 ぬるい湯 ②のろま 愚鈍《京》
ぬ る ま ゆ

ぬるむ 古語【微温む】 冷める 温くなる 水温が上がる

ぬるぬる〔擬態音〕 滑り易い ねっとり 滑らかになる
オ ノ マ ト ペ

ぬるる 古語【濡る】 濡れる get wet 水で湿る《日ポ》

ぬれーっと ぬれっと のっそりと ぼんやりと

ぬれきゃーた 濡らした

ぬれくさる〈濡れ腐る〉びしょ濡れになる

ぬれとる 濡れている ②潤っている

ぬればー ぬればよかもね 寝るが良いよ 寝たらどうですか

ぬろか【鈍い】 動作や速度が遅い〔の〕の転音
のろ

ぬんだ 背が伸びた ②延期になった 〔の〕の転音

ぬんどる 伸びている 〔の〕の転音 「かんげンぬんどる」

ぬんな【寝るな】 眠るな 〔ね〕の転音

ぬんなな ぬんなね 寝ないでよ 眠らないでよ
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