
「う行」の天草方言 「天草方言集 鶴田 功著」

うー… 接頭語 大… 「うー風」 大風 〔お〕の転音

うー… 接頭語 多… 多い 「多髪」 〔お〕の転音

うーあめ〈大雨〉 土砂降り 〔お〕の転音

うーか【多い】much many 多すぎる

うーかぜ うかぜ〈大風〉 強風 strong wind 暴風

うーがない〈大家内〉 大家族 〔お〕の転音

うーがねもち〈大金持ち〉 富豪 rich man 〔お〕の転音

うーがまンめし〈大釜〉 大釜で炊いたご飯

うーがみ〈多髪〉 多い頭髪 〔お〕の転音

うーかもん うーかろもん うーかよ 多いよ 多いだろう

うーかもん 多すぎるほど有って珍しくない

うーぐち 大口 大言 多弁 駄弁 冗舌 無駄口「うーぐち叩く」

うーぐちーつめこむ 食べ物を口いっぱいにほおばる

うーげんか うーげんくゎ〈大喧嘩〉 〔お〕の転音

うーごつ〈大事〉 大事件 大変な事 偶発事故 accident

うーごっじゃった うーごっだった 大変な事だった

うーごっする 大変なことになる 大怪我する

うーごてしなる うーごてなる 大変なことになる

うーざく〈多作〉 大規模な作付け 〔お〕の転音

うーざけのみ〈大酒飲み〉 大飲家 〔お〕の転音

うーさもうーさ うーすぎ 大層多い 数量が多い

うーし【牛】 哺乳類動物 《新和》（短音長呼）

うーじ うーじー〈大肢〉 片膝を立てて座る 韓国式座位

うーして うーて 多くて 多過ぎて 「雨ンうーして」

うーしなる うーなる 多くなる 増える

うーじょたい〈大世帯〉 大家内 大家族 〔お〕の転音

うーすぎた 多過ぎた 余った 〔お〕の転音

うーそうどう うーそど【大騒動】agitation

うーぜまち〈大畝町〉一区画の面積が広い田畑

うーぞん 【大損】 大損害 〔お〕の転音

うーた【追った】 《佐伊津 五和》 〔お〕の転音

うーっけ うーてけ 追っ払ってこい《五和》

うーでけ 多収穫 増収 豊作 good harvest

うーなか うーはなか 多くない ②丁度良い

うーにーじー〈大人数〉 大人数で 大勢で《平床》

うーばなし 多弁 冗舌 chatter 無駄口 駄弁



うーばんがな うーばんぎゃか うーばんげか【大番外】

大雑把 無謀 粗忽 粗雑 迂闊 いい加減 《日ポ》
う か つ

うーひろま 大広間 〔お〕の転音

うーひろめーぬるっぺー 大広間に寝るよ《佐伊津》

うーびゃくしょう〈大百姓〉farmer 農家 farmhouse

うーぶろしき〈大風呂敷〉big talk ②自慢話

うーぼらふき〈大法螺〉big talk 自慢話をする人 はったり屋

うーみず〈大水〉 洪水 flood 豪雨で水量が増える

うーめしぐりゃー〈多飯喰い〉 大食漢 〔お〕の転音

うーもつ〈多物〉 多めに 増量して 大きめに

うーもん うもん【大言】 大言壮語 出来ないことを言う

うーようか〈鷹揚 大様〉generous 大らか 呑気だ
おうよう

うえざきンなか〈植え先〉 植える場所がない

うえさにゃ うえさね うえさん 上へ 上の方へ

うえしろかき【植え代掻き】 田植え前の荒田を掻き均す

うえっすい どんなもんだい 《高浜》

うえなし 古語【上無し】 優るもの無し 最高 上等

うかうか 迂闊に うっかり ぼんやり 「うかうかでけん」

うかつじゃった【迂闊】carelessness 疎かった うっかりしていた

うかった 浮いた ②合格した

うかっとる 浮いている ②合格している

うかっとる うかんどる うこうどる 浮いている

うきうき【浮き浮き】 嬉しくて落ち着かない

うきゃーた うけーた 浮かした ②倹約した 余した

うきよ 古語【浮き世 憂き世】world この世 無常の世

うくる 古語【受く】 受ける receive 被る ②評判がよい

うくる 請け負う《日ポ》 「工事バうくる」

うくんな 受けるな ②請け合うな

うげーた【動いた】 移動した 振動した swinging

うけかぶる〈請被る〉 請け合った仕事で損をする

うけこなさん 請け合っても処理できない

うけさする 受けさせる ②請け負わせる

うけずむ 古語【息詰む】 息む 呼吸を止めて力む
づ

うけとり【受け取り】 出来高払い ②領収書《京》

うけん うけンわるか 受けない 評判が良くない

うごかさん 動かさない そのままにしておく

うごきたくる うごきつらかす やたらと動く

うごきゃーた うごけーた 動かした 移動した

うごめく【蠢く】 蠢 動する 小刻みに動く
しゅんどう

うざごつ うざごと 苦情 文句 不平不満を言う



うざっとる 有り余っている 群がっている

うさばらし【憂さ晴らし】 気晴らし 気分転換 気散じ

うざる 有り余る 群がる 煩わしい ②小言を言う

うさんか …くさか うさんなか うさんにゃ うさんねー

古語【胡散】 Vsanna《ポ》 怪しい 疑わしい ②珍薬

うじーてねきらん【疼く】 傷が痛んで眠れない

うしーもん うすかねー うすさー 薄いものだ

うじうじ 気後れ 躊躇い ぐずぐず
た め ら

うしぇる 責任を転嫁する 他に荷物を負わせる

うしぇる 古語【失す】 立ち去る 帰る 見えなくなる

うしぇる 徘徊する うろつく さまよう《高浜》

うしぇろ 古語【失せろ】 立ち去れ 出ていけ 帰れ

うじがみさま 古語【氏神】 生まれた土地の守り神
うぢがみ

うしぎ〈牛木〉 家屋の棟木

うじこ 古語【氏子】 氏神を守る土地の人々

うしこんじょう【牛根性】 忍耐強い性格

うしたり【廃り】 うしたりもん 廃った物 廃棄物 不要品 陳物 流行遅れ
すた ひねもの

うしたる【廃る】 粗末になる 無駄になる 不要 零れる
すた

うしちゅう 古語【失す】 捨てよう

うしちゅうか うしちゅうかい うしつるか 捨てようか

うしちゅうごたる うしてたか 捨てたい

うしつい うっすい【捨てる】 throw away《牛深》

うしつる うしてる うすつる 古語【失す】 打ち捨てる 放棄 破棄

うしつんな うすつんな 捨てるな

うしてぜん【捨て金】 無駄金

うしてた【捨てた】 ②紛失した《御所浦》

うしてつらかす【捨て散らす】 粗末にする

うしてとる 捨ててある 捨てている ②魂が抜けている

うしてろ うっしぇ(せ)ろ【捨てろ】 廃棄しろ

うしてん 捨てない 残しておく

うしとら 古語【丑虎】 北東の方角 陰陽道の鬼門

うしなう 古語【失ふ】lose 無くす 紛失する 取り逃がす miss

うしのぅた うしのた 紛失した lose《京》

うしみつどき 古語【丑三つ時】 午前二時頃 真夜中

うじゃうじゃ〔擬態音〕 虫等が沢山蠢く様子 蠢動 《京》
オ ノ マ ト ペ うごめ しゆんどう

うしろぐらか【後ろ暗い】 後ろめたい やましい

うしろだて【後ろ盾】back up 支柱 ②支援 support《京》

うしろめたか 古語【後ろめたし】 後ろめたい やましい

うしろゆびささるる 陰口を言われる

うしンはみ 古語【食む】 牛の飼料
は



うすあたまンいたか 軽い頭痛がする

うすう うすうげん うすうに【薄く】 薄目に 薄い加減に

うすーうすー うすうす 薄目に ②おぼろげに ③何となく

うずうず 体が自然に動き出しそうになる 自制できない

うずかん 激痛が止む

うすぎたなか うすぎたにゃー【薄汚い】 不潔な感じだ

うすきびンわるか【薄気味悪い】 不気味だ

うずく【疼く】 痛む 激痛《京》

うずくまっとる 古語【蹲る】 体を丸めて屈む

うすけ《京》 うすけもん 怠け者 馬鹿《栖本》

うずたこう【 堆 く】 たくさん積み重なっている
うずたか

うすだら【薄駄羅】 馬鹿者 阿呆

うすたりー うすたるか うすとれー うすとろか 照れ臭い 気恥ずかしい

きまりが悪い

うすっぺら 薄い着物 洗い晒し ②軽薄

うすづらンにっか【薄面憎い】 小憎らしい

うすぬくゐ うすぬっか【薄温い】 気恥ずかしい きまりが悪い

うすのろ〈薄鈍〉 鈍間 愚図 間抜け ぐうたら

うすばらンきったつ うすばらンたつ 腹が立つ

うずぶるう 寒さに震える

うすむる【薄める】 濃度を薄くする 程度を弱める

うずむる 古語【埋む】 埋める bury 土を被せて覆う

うすら うっすら 薄い thin 軽薄 ぼんやり

うすらうすら 薄く 微かに薄く ぼんやりと うっすらと

うすらぼけ 放心状態の人 馬鹿 のろま

うする 責任を転嫁する 他に荷物を負わせる

うする うせる《京》 古語【失す】 立ち去る 帰る return 去る

うすわるう 古語【薄笑ふ】 薄笑う 相手を嘲って笑う

うせもん【失せ者】 行方不明者 逃亡者

うせる 責任を転嫁する 他に荷物を負わせる

うせる 古語【失す】 立ち去る 帰る 見えなくなる

うせる 徘徊する うろつく さまよう《高浜》

うせろ 古語【失せろ】 立ち去れ 出ていけ 帰れ

うそいい うそこき うそつき 嘘を言う人《京》

うそこく うそつく 嘘を言う 虚言 lie

うそこけ うそつけ 嘘を言うな 嘘だろう（卑語）

うそじゃかー うそじゃろもん うそばー 嘘でしょう

うそでもなんでもなか 嘘ではない本当のことだ 真実だ

うそなき〈嘘泣き〉 泣き真似

うそはっぴゃく【嘘八百】 嘘ばかり 虚言 lie ②出鱈目



うそもかくしもせん 嘘偽りはない

うそわりゃー うそわれー〈嘘笑い〉 照れ隠し ほくそ笑み

うそンごたる 嘘のようだ ②夢のようだ

うたいかやる 夢中になって歌う

うだうだ 文句を言う ②長話《京》 「うだうだ言うな」

うたおい うたおうだ うたおだ うたおわい 歌いましょう

うだく 上代語【抱く】 抱く embrace 抱える
うだ いだ

うだぐち 無駄口 idle talk 《京》 「うだぐちたたく」

うたごうて【疑って】 疑問に思って

うだごつ 戯言 寝言 小言 ②苦情
ざれごと

うたたね 古語【転た寝 仮寝】nap 仮眠
うた

うだつ 古語【梲】 梁上の棟木支柱 防火用土塀
うだち

うだつのあがらん うだつン… 出世しない 成功しない

うたどんうとうてみろ 歌でも歌ってみろ 歌を聞かせてくれ

うたるる 打たれる ②感動する

うたるっぞ 打つぞ 殴るぞ （君は打たれるぞ）

うたゑー【歌え】 歌いなさい 歌を聞かせてくれ

うたをごつなか うたおごんなか 歌いたくない

うち 私（女性語） ②私の家 家の中《京》

うち… 接頭語 「うち止むる」

うちあう うてあう 相手にする 構う 応対する 面倒見る

うちあうな うてあうな 相手にするな 関わるな

うちあげ【打ち上げ】 ②行事終了後の酒宴 慰労会 反省会

うちあたる 衝突する ぶつかる

うちあめ〈内雨〉 軒下に降り込む雨

うちあわん 相手にしない 関わらない

うちうちで【内々】 内密に 内部で ないないに 密かに

うちおうとられん うちようとられん 相手にしておれない

うちおーとるひまなか 相手にしている暇はない

うちかえす うちかやす 古語【打ち返す】 耕す ②繰り返す ③病気が再発する

うちかぶする うちかぶせる【被せる】 他に負担させる

うちかぶる【被る】 頭を覆う ②他人の分を負担する

うちがま 内股歩き 爪先を内側に向けて歩く

うちきる【打ち切る】 切る cut 切ってしまう

うちくう【食べる】eat 食べてしまう

うちくばる 火に接近して暖を取る

うちくぶる うちくべる 火中に投げ込む

うちくりかえす うっくりかやす 逆さにする ②土を耕す

うちくゎする 食わせる 残さず食わせる ②挿入する

うちげ 私の家 《京》



うちげンし うちげンと 我が家の所有物 ②私の亭主

うちこくる うっこくる 打撲する 強打する

うちこむ【打ち込む】 叩き込む 没頭する ②雨が振り込む

うちころす【打ち殺す】 撲殺する

うちこわす うっこわす【壊す】break

うちしき 古語【打ち敷き】 仏壇の敷物

うちだ うちたちゃ うちどま うったちゃ 私たちは

うちたち うちどみ うちどん うったち 私たち（女性語）

うちづら【内面】 内部の者に見せる顔

うちとくる 古語【打ち解く】 気を許す 心隔てがなくなる

うちのめーた 打ち負かした

うちのり【内法】 内側の寸法 内径

うちび 身内 親類 relative《小田床》

うちぶしん 古語【内普請】 家の内部改装 改修

うちふりノする うちふんノする 時折雨降する天気

うちべんけい【内弁慶】 身内の前で威張る人 内向性の人

うちまかす 打ち勝つ やっつける 勝利する

うちまかする うちまかせる【任せる】leave 委ねる
ゆだ

うちまき 古語【打ち撒き】 神事でお祓いの散米

うちまたごうやく 古語【内股膏薬】定見のない人 両天秤

うちみず【打ち水】watering 散水 庭や玄関に水を撒く

うちゃ 私は ②自宅では（女性語）

うちやうな 相手にするな 関わるな

うちやむる うちやめる【止める】 作業中止

うちやめた うっちゃめた【止めた】

うちやめなはった うちやめらした お止めになった

うちやわん 相手にしない 関わらない

うちわ【内輪】 親族 身内 relative ②内部事情 ③控え目《京》

うちわげんか〈内輪喧嘩・痴話喧嘩〉 夫婦喧嘩

うちわすれた うっつぁすれた うつわすれた【忘れた】

うちわったはなしが 信実の話は 真相は

うちわもめ【内輪揉め】 家庭不和

うちわる【打ち割る】break 割る 壊す destroy《日ポ》

うちンし うちんと 家族 family ②私の亭主（女性語）

うちンしゃ うちんたー 私の亭主は

うつ 古語【打つ】 叩く 殴る strike

うつ 土を耕す ②注射 ③水を掛ける ④金を出す ⑤興業

うっ… 接頭語 「うっ沈む」「うっ止まる」「うっ叩く」

うっかぐ【欠ぐ】break 欠げる

うっかたまる【固まる】 凝固する ②一ヶ所に集まる



うっかためて【固めて】 凝固して

うっかやす うっくやす うっくゎやす【打ち壊す】 壊す break

うっくえる うっくゆる【崩れる】 崩壊する 壊れる

うっくざす うっくずす【壊す】break destroy 破壊する

うつくしか【美しい】beautiful 綺麗だ

うっくじゃーた うっくでーた【打ち砕いた】

うっくずれた【崩れた】 崩壊した

うつくっさ beautiful 美しいね 綺麗だね

うっくやす うっくゎやす うっこわす【打ち壊す】 壊す break

うっくゎえる うっくゎゆる 壊れる 故障する

うつけ《京》 うつけもん 怠け者 馬鹿

うっこがす 根扱ぎする

うっこぐる 根から扱ぐ 根扱げする

うっこずむ 高く積む 無造作に積む

うっさがる ずり落ちる 「成績がうっさがる」

うっさくって うっさばけて 捌けて 気さくで

うっさげて 提げて 吊して 晒して 「泣き面うっさげて」

うっさむる うっさめる 冷める ②興醒める《日ポ》

うっさめた【冷めた】 醒めた 情熱や興味が薄れた

うつし うつり 古語【移り】 贈り物に対する返礼の品 お返し

うっしぇ(せ)ーだ うっしゃーだ 押し潰した

うっしぇ(せ)た【打ち捨てた】 捨てた

うっしぇーで うっしゃーで 押し潰して

うっしずうだ うっすずうだ 沈没した 溺れた

うっしずむ うっすずむ【沈む】sink 沈没する 溺れる

うっじゃーて うっでーて 丸出しにして 丸見えにして

うっしゃぐ うっぴしゃぐ【潰す】crush 打ち潰す 押し潰す

うっしゃげた【潰れた】 押し潰れた

うっすえっくだっせ うっすえなっせ 楽にお座り下さい

うっすえる うっすゆる【据える】set 固定する ②安座

うっすざる うっすだる ずり落ちる ずれて下がる

うっすずむ 沈没する 溺れる

うっすべる【滑る】slide 滑って転びそうになる

うっすらーと【薄く】 微かに 薄っすらと ②ぼんやりと

うっする うっせる【捨てる】throw away 廃棄する disuse

うっすわる【座る】sit 尻を付けて座る

うっせーだ 押し潰した《佐伊津・五和》

うっせた【打ち捨てた】 捨てた

うったおす【倒す】bring down 横にする ②病に倒れる

うったおるる【倒れる】 転ぶ 横になる ②倒産する ③病気する



うったくる うったたく【打ち叩く】 殴る strike 強打

うったくるる【手繰れる】 物が一ヶ所に寄り固まる

うったくれ やたらと打て やっつけろ ②寄り固まり

うっだす【打ち出す】 広げ出す 露出する 打ち上げる ②逆上せる
の ぼ

うっだす【売り出す】 宣伝して売る ②有名になる

うったたじる 雨に打ち拉がれる
ひし

うったたん 準備ができない ②勃起しない

うったちばれンする 着晴れする ②勃起する

うったつ 着飾る お洒落する 見栄えを良くする 身支度する 旅支度する

旅装束を整える ②勃起する dressup

うったつる 小積む ②樹立する

うったつんな 小積むな 一ヶ所に置くな

うったまがった うったまげた【魂消る】驚く びっくりする

うっためとる 溜めたままにしている 滞っている

うったわす【倒す】bring down 過労で倒れる ②病気する

うったわすなぞ 倒すなよ ②病気するなよ

うったわるる【倒れる】 転ぶ 倒産する ②病気する

うったゑーた うったゑゃーた 倒した ②病に倒れた

うっちーてぬる 俯せで寝る 顔を付けて寝る

うっちぇーとる うっちょいとる 置き去りにしている ②知恵がない

うっちぬ うっちん〈打死ぬ〉 死ぬ die 死んでしまう

うっちゃいかす うっちゃえかす うっちゃかす 落とす

うっちゃいけた うっちゃけた 落ちた 落とした《牛深》

うっちゃえた 落とした 落雷した《大江》

うっちゃかー 売るのじゃないですか

うっちゃけたはなし うち解けた話 正直言って

うっちゃって さておいて ほっといて

うっちゃる 逃がす 遣る 逃げられる ②放置する《京》

うっちゃろー うっどもん 売るのでしょう

うっちょかるる うっちょかれる 置き去りにされる

うっちょく 捨て置く 手放す そのままにしておく

うっちょけ 捨て置け 手放せ 相手にするな

うっちらかす【散らす】scatter

うっちらきゃーて うっちらけーて 散らして

うっちん 死ぬ 死んでしまう 「うっちんだ」

うっつかっつ【乙 甲】 互角 何とか どうにか やっと《京》
おつかっつ

うっつく 顔を伏せる うつ伏せになる

うっつくる うっつける 打ち付ける

うっつけ うってつけ《京》 最適 optimum 持ってこい お誂え向き

うっつづく【打ち続く】 次々と続く



うつつぬきゃーとる【現】 現実を忘れている 夢に浸る
うつつ

うっつびーた【潰した】 ②破産した

うっつぶるる【潰れる】 ②倒産する 役に立たなくなる

うっつまる【詰まる】full 流れが滞る

うっつむる うっつめる【詰める】 詰めて塞ぐ

うっでくる うっでけとる 露出する 露出している

うってつけ 打って付け ぴったり もってこい

うってんがえし 仕返し 竹篦返し 反撃 逆襲

うっとーしか 古語【鬱陶し】gloomy 陰鬱だ 晴れない
うったう

うっとぼくる 知らぬ振りする 白化くれる 油断する

うっとまる 停止する 動かなくなる 出なくなる

うっぱえる うっぱゆる【延える】 延ばしたままにする

うっぱがす 剥ぎ取る ②暴露する

うっぱぐる うっぱげる 剥げる peel off 剥げ落ちる ②色褪せる

うっぱげた 剥げ落ちた ②露見した ③色褪せた

うっぱさまる 物が挟まる

うっぱさむ 物を挟む 挟み込む はめこむ

うっぱじむる うっぱじめる【始める】begin ②しでかす

うっぱすーだ うっぱそうだ 物を挟んだ 挟み込んだ

うっぱずす【外す】 取り除く 切り離す ②契約を破棄する

うっぱずるる うっぱずれる【外れる】 脱落する

うっぱたがる うっぱたぐる うっぱたげる 股を広げる

うっぱなす 打ち付けた物を取り離す 取り外す

うっぱなるる うっぱなれる 取り付けた物が離脱する

うっぱむる うっぱめる【嵌る】 間に物を挟み込む
はま

うっぱらう【打ち払う】 埃を落とす

うっぱるーた うっぱろーた 売り払った

うっぴしぇ(せ)ーで うっぴしゃーで 押し潰して

うっぴしゃぐ 押し潰す

うっぴゃーだ うっぺーだ 剥ぎ取った

うっぴろがる 大きく広がる

うっぴろぐる うっぴろげる 大きく広げる

うつぶせ 古語【俯す】 俯く ②腹這いになる《京》
うつぶ うつむ

うっぷんばらし【鬱憤晴らし】 鬱積した怒りや不満を晴らす

うっぺずる 削り落とす 剥ぎ取る

うっぽがす 穴を開ける 貫通 piercing 穿つ dig《日ポ》
うが

うっぽぐる うっぽげる 穴が空く 貫通する

うっぽげ 空洞 穴あき ②節穴 knothole

うっぽり 潤う 湿る 液で満たされる

うつみーとる 俯いている 下を向いてうな垂れている



うつらうつら うとうと 古語【現 々】浅い眠り まどろみ
うつろうつろ

うつり 古語【移り】 贈り物に対する返礼の品 お返し

うつりか うつりかん 古語【移り香】

うつる 映える ②似合う しっくり調和する《京》

うつろ 古語【空】hollow 空洞 中身が空っぽ
うつろ

うつわ うつわもん【器物】 器 入れ物 道具 ②才能 技量

うてあう 相手にする 応対する 構う care for 面倒を見る

うてあうな うてやうな 相手にするな 構うな

うてあわん うてやわん 相手にしない 関わらない

うておうとられん うておうとれん 相手にしていられない

うできき【腕利き】 敏腕家 能力や技量が優れた人

うてご〈魚手籠〉 魚篭 竹編みの魚籠
び く

うでだめし【腕試し】 能力を確かめる 力試し

うでづく〈腕尽く〉by force 腕力 力尽く

うでノなまる うでンなまる 技量が落ちる

うでぶし うでっぷし〈腕っ節〉 腕力

うでまくり 袖を捲って腕を出す ②仕事に嵌る《日ポ》

うでンたつ 技量がある 技術力が高い

うとうと〔擬態音〕 浅い眠り まどろみ うつらうつら
オ ノ マ ト ペ

うとーた うとた【歌った】《京》

うとーちみろ うとーてみろ うとてんど うとーんみろ 歌ってご覧

うとーっきかせろ うとっきかせろ 歌って聞かせてくれ

うとーとる 歌っている 詠っている

うとか 古語【疎し】 知識が乏しい 関係が薄い 疎遠

うとましか 疎ましい おぞましい ぞっとする ②嫌い

うどんずーし うどんずし【饂飩雑炊】 汁物 手延べ麺料理

うな うぬは【己は】 ②おまえは 手前ぇ〔君は〕の卑語
うぬ

うなさるる 魘される 睡眠中に呻く 恐い夢で声を出す
う な

うなじ 古語【項】nape 襟首 後頭部 首の後ろ

うなだるる【項垂れる】 首を垂れる 俯く
うつむ

うなっとる 唸っている 呻く 苦しんでいる ②歌っている ③感心している
うめ

うなっとる うなるごてある 沢山ある 潤 沢にある
じゅんたく

うなる 古語【呻く】moan 唸る 苦しむ ②歌う ③感心する
うめ

うぬ(ん) 古語【汝 己】 ②おまえ 〔あなた〕の卑語
うぬ

うねあげ うねたて【畝 畦】ridge 細長く土を盛る

うねる 体を捻じる くねる

うノはな 豆腐の絞り粕 切らず おから

うばざくら【姥桜】 年増の色っぽい女性

うぶすな 古語【産土】 郷土の守護神 氏神 鎮守《日ポ》
うぶすな

うぶる【薄める】 熱湯に水を入れて冷ます



ウベ ウンベ 古語【郁】 アケビ科の常緑灌木（卵形）
ムベ

うべあわする うめあわせる《日ポ》調合する 補充する

うまいか うまか 古語【巧し】nice 上手 旨い 都合良い

うまいた うました うまった【産んだ】 お産した

うまいなもん 巧いものだね 上手だね 旨いな

うまうまと 巧みに騙す 計略にかかる

うまか うみゃー うめー 古語【甘し】sweet 美味しい

うまがあう《京》 うまノあう 気性が合う

うまさもうまさ うもぅしてのさん とても美味しい

うましぇ(せ)ー うましゃー 美味しそうに

うまずめ【石女 産不女】 不妊症の女性 子どもを産まない女性

うまっとる 埋もれている 埋没している

うまるる 古語【生まる】be born 生じる 誕生する

うまれかわり 輪廻転生 別人になって生まれる ②改心する

うまれざいしょ 古語【生れ在所】 生誕地 出生地

うまンほね〈馬の骨〉 ②身元が不明の者 素性の判らない者

ウミイラ 小さいクラゲの一種

ウミウシ アメフラシ科腹足類 軟体動物

うみもつ うむ 化膿する

うみゃーもん うめーもん 美味しいものだ

うみゃーもん うめーもん 旨いね 上手だね

うむ【熟む】ripen 実が熟す ②化膿する

うむる 古語【埋む】 埋める 穴に物を埋める 補充する

うむる うめる《京》 温度を下げる 液体を薄める

うめく 古語【呻く】moan 苦しさにうなる ②喚く shout
うめ わめ

うめもどし【埋め戻し】 一度掘った穴に土を戻す

うもうござした 美味しゅうございました 美味しかったです

うもぅしてのさん とても美味い とても甘い

うもぅなか うもなか 美味しくない 甘くない

うもん【大言】 大言壮語 出来ないことを言う

うやむや【有耶無耶】 曖昧 ambiguity あやふや 不明瞭

うゆる 古語【植ゆ】plant 植える 植栽する《日ポ》

うようよ 小さな生き物が集まって蠢く様子
うごめ

うら 古語【 末 】 梢 植物の枝の先
うら・うれ こずえ

うらいた【裏板】 屋根裏に打つ板 瓦の下地板

うらうち【裏打ち】 裏付けして補強する ②証拠付け

うらかた【裏方】 縁の下の力持ち 下支え

うらがなしか 悲しい思い 何となく悲しい

うらぎゃーしんみゃー うらげーしんめー【裏返前】 当り前の反対 裏返し

うらさく うらざく【裏作】 水稲の後に野菜などを作ること



うらっしーろ うらりーろ うりーろ 売るだろうか

うらどし【裏年】 果物などで豊作の翌年（凶作）

うらなり【末生り】 枝先になった果実 未成熟

うらはら【裏腹】 あべこべ 言行不一致 言動不一致《京》

うらぶれ 古語【うらぶる】 わびしい もの寂しい

うられん 売れない 売る訳にはいかない

うらみつらみ 数々の恨み 積もった恨み

うらめしか 古語【恨めし】 恨みに思う 残念に思う

うらめっしぇ(せ)ー うらめっしゃー 恨みに思って

うらんどもん 売らないでしょうよ

うりー うり 古語【潤ひ】be moisture 慈雨 降雨 rainfall

うりーまわんノよか 適度の潤い（雨） 降雨がある

うりぃよくぃ うりよくぃ【潤い憩い】 雨天で作業を休む

うりぐぃ【売り喰い】 持ち物を換金して食費に充てる 筍 生活
たけのこ

うりざねがお 古語【瓜実顔】色白で細面の顔 美人 beauty

うりたか うろうごたる 売りたい

うりならん うりゃーならん 売れない《御所浦 竜ヶ岳》

うりぼう 古語【瓜坊】 猪の子ども
うりばう

うりもんじゃか うりもんじゃなか 売り物ではない

うりゃーえん うりゃーきらん 売ることは出来ない

うりゃーおる うれーおる 裏にいる

うるう 古語【潤ふ】 潤う moisten 雨で潤う ②恩恵を受ける

うるし【粳】rice うるち米
うるち

うるみゃーだ うるめーだ 売らないでおこう

うるる【売れる】sell 買い手が付く 縁談成立 ②人気上昇

うるる【熟れる】 果物が熟す ②円熟する

うれう 古語【憂ふ 愁ふ】 嘆く moan 悲しむ 心配する

うれしか 嬉しい joyful

うれっさが うれっさもうれっさ この上なく嬉しい

うれっしゃー うれっせー(しぇ) 嬉しがって 喜んで

うれとらん うれん 熟れていない 熟さない

うれん 売れない ②人気が出ない

うろ【虚ろ 空】hollow 穴 ②鳥や昆虫の巣

うろうバかおう 売るなら買うよ

うろうろ うろんうろん 古語【胡乱】《梵語》〔擬態音〕 いい加減 疑わしい
う ろ ん オ ノ マ ト ペ

②彷徨う あちこち歩き回る
さ ま よ

うろおぼえ おぼろげな記憶 ぼんやりした不確かな記憶

うろごたなか うろごつなか うろごんなか 売りたくない

うろたえまくる 慌てふためく 狼狽する

うろたえる《日ポ・京》 うろたゆる 急ぐ 慌てる



うろたえろ 急げ hurry up 早くしろ

うろたえん 急がない のんびりしている

うろたゆんな 急ぐな 慌てるな ゆっくりなさい

うろちょろ 動き回る まごまご 《京》

うろつく 古語【うろつく】 歩き回る 彷徨う wander 放浪する ②戸惑う
さ ま よ

まごつく

うろんころん 古語【胡乱】《梵語》 不審 怪しい 疑わしい ②不審な様子で彷徨う
う ろ ん さ ま よ

うろつく

うわあぎ【上顎】《日ポ》

うわがき【上書き】address 封筒などの表書き 宛名書き

うわぐすり【釉薬】 素焼きの陶磁器の表面に塗る薬

うわこ うわこう 上部 upper part 上の部分 上積み

うわこえ【上肥】 追肥

うわごつ【譫言】 熱に魘されて発することば ②でたらめなことば

うわずみ【上澄み】top water 液体上部の澄んだ部分

うわづみ【上積み】upper load 上乗せ 物の上に積む ②増額 追加

うわっつら うわつら【上面】 表面 外面 outside

うわっとる 植わっている 生えている

うわっぱり【上っ張り】overwear 上着《京》

うわっぺら 上辺だけの 外見の 表面の

うわつり 釣銭 お釣り change

うわばみ 古語【蟒蛇】 大蛇 ②大酒飲み
うわばみ

うわまえ うわみゃー うわめー 古語【上米】 小作人が地主へ渡す米 上納米

うわらん 生えない 芽生えない 活着しない

うわる 植わっている 生えている

うわンそら 古語【上の空】 気を取られる 放心状態

うん 古語【己 汝】you 貴様 手前ぇは（卑語）
うぬ

うんき【温気】 熱気 hot air 蒸し暑さ《京》

うんくっだまる うんくりだまる 古語【吽】 口を固く閉じる 押し黙る
うん

うんこ《京》 うんち 大便 排泄物

うんこする うんこたるる 大便する 用便 排便 排泄する

うんざり 困り果てる 辟易する《京》

うんずりめんずり〈倦ず〉徐々に 次第に その内に

うんだ 古語【汝 己等】 貴様等は 〔君等は〕の卑語
うぬ

うんだちかえる 古語【吽】口を結んで仁王立ちになる
うん

うんちくたるる うんちくたれる【蘊蓄】 学識をひけらかす

うんでーのさー【雲泥の差】 格段の相違

うんと うんとこさ《京》 十分に 存分に 沢山 enough

うんともすんともいわん うんもすんもいわん 何の返事もない 無視

うんどら 古語【汝 己】you 貴様 〔君は〕の卑語
うぬ



うんどる【熟む】ripen 完熟している 熟している

うんどる【膿む】 化膿している

うんなっせ うんなはりまっせ 売ってください

うんない うんなえ うんなな 売るなよ

うんにゃ うんにゃばい …ばえ …ばな うんね 違うよ

うんぬん【云々】 かれこれ 然々 等々 ②後略

うんノええ うんノよか 幸運 luck 運が良い

うんノつき【運の尽き】 悪い巡り合わせ 運に縁がないこと

うんノわりぃ うんノわるか 不運 unlucky 運が悪い

うんぶくるい《牛深》 うんぶくるる うんぶくれる 溺れる 水中に沈む

うんべた 古語【海辺】 seaside 海岸 seashore
うみべた

うんまか とても美味い とても甘い《牛深》

うんもすんもなしに 否応無し 有無を言わせず


