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あご（顎） アゴ、アギ、アゴタ、アゴタン アゴ アゴ
あし（足） アシ アシ アシ
あしあと（足跡） アシカタ アシカタ アシカタ
あしくび（足首） アシクビ アシクッ、アシクビ アシクビ
あしのうら（足の裏） アシンウラ、アシンハラ アシノハラ、アシンウラ アシンハラ、アシノハラ
あしのこう（足の甲） アシンコー アシンコー アシンコー
あたま（頭） アタマ,ゴラ、ガンゴラ、ビンタ アタマ アタマ
あばらぼね（助骨） アバラボネ アバラボネ アバラボネ
い（胃） イ イ イ
いんけい（陰茎） サオ、マラ、キンタマ サオ、マラ、キンタマ サオ、マラ、キンタマ
いんもん（陰門) ジゴ ジゴ、メメジョ ジゴ
うで（腕） イェダ、エダ エダ エダ
かお（顔） ツラ、ビンタ ツラ、カオ ツラ、カオ
かかと（踵） アド、アシンハラ アド アド
かた（肩） カタ カタ カタ
かみ（髪） カンゲ カンゲ アタマンケ
からだ（体） カリヤ、ガラ、ゴタ カラダ、ズータイ ゴテ、ゴチャー、ゴタイ
くすりゆび（薬指） ベニサシ ベニサシ、クスリユビ ベニサシ
くちびる（唇） ツバ、スバ ツバ、スバ ツバ、スバ
くび（首・頸） クビ クビ、ガンクビ クビ
くるぶし（踝） トンコンブシ クルブシ クルブシ
こうがん（睾丸） キンタマ キンタマ キンタマ
こぶし（拳） テンコンブシ、ガンジャ コブシ、ゲンコツ コブシ
こゆび（小指） コイビ コユビ コユビ
した（舌） ベロ、シタ ベロ、シタ ベロ、シタ
しょうべん（小便） ショベン ションベン ションベン
しり（尻） シリ、ジゴ、グス、ブン シリベタ、ジゴ、シリビタ シリビタ、シリベタ、シリ
しんぞう（心臓） シンゾー シンゾー シンゾー
すね（脛） ムスコネ、ムコスネ ムコズネ ムコズネ、スネ
せなか（背中） ゴテャー、ゴタ、ゴチャ、ヘキ ゴタ、ヘキ ヘキ、ゴチャ、セナカ
せぼね（背骨） シェボネ セボネ セボネ
だいべん（大便） クソ ウンコ、クソ、バ、ベ、ギタコロ ウンコ、クソ、ババ
ちち（乳） チチ、チー チチ チチ
ちょう（腸） チョー チョー チョー
つば（唾） ツバ ツバ ツバ
つまさき（爪先） ツマサキ ツマサキ ツマサキ
つむじ（旋毛） ツムシ、ギリギス ツムジ、ギリギリス ツムジ
つめ（爪） ツメ ツメ ツメ
て（手） テ テ テ
てあし（手足） テアシ テアシ テアシ
てくび（手首） テンクビ テンクビ テンクビ
てのこう（手の甲） チェノク テノオモテ テノコウ、テンコウ
てのひら（手の平） テンヒラ テノウラ テノハラ、テノヒラ
どう（胴） ドー ドー ドー
なかゆび（中指） ナカイビ マンナカユビ マンナカユビ
にんぷ（妊婦） コモチ、ミモチ、ドンバラ コモチ、ミモチ コモチ、ミモチ
のど（喉） ノド ノド、ノドンス ノド
のどぼとけ（喉仏） ノドボズ ノドボトケ ノドホドケ
は（歯） ハ ハ ハ
はぐき（歯茎） ハギシ ハグキ ハグキ
はだ（肌） ハダ ハダ、ヒフ、カワ ハダ
はだか（裸） ハダグバラ、ハダギャ ハダカ ハダカ
はだし（裸足） ハダシ ハダシ、スアシ ハダシ
はな（鼻） ハナ ハナ ハナ
はなぢ（鼻血） ハナジ ハナジ ハナジ
はなみず（鼻水） ハナジュル ハナミズ、ハナシル ハナミズ、ハナシル
はら（腹） ハラ、ポンポン、ツト ハラ ハラ
ふくらはぎ フクラ、ツト フクラハギ ツト、ヒッカガミ
ほお(頬) ホベタ、ビンタ、ホーゲタ ビンタ、ホッペタ ビンタ、ホッペタ
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ほね(骨) ホネ ホネ ホネ
また(股) マタ、マタクラ マタ マタ
まつげ(睫) マツゲ マツゲ マツゲ
まぶた(瞼) マブタ マブタ、マナブタ マブタ
まゆ(眉) ミャー、マイ マユ、マユゲ マユ
みみ(耳) ミミ ミミ ミミ
むくむ ムクム ムクム、ハル ムクム
むくみ ムクミ ムクミ ムクミ
むしば(虫歯) ムシバ ムシバ ムシバ
むね(胸) ムネ ムネ ムネ
め(目・眼) メ、メンタマ メンタマ メンタマ
めがしら(目頭) メガシラ メガシラ メガシラ
もも(腿) モモ、モモタブラ モモ、モモタブラ モモ、モモタブラ
よだれ(涎） ユダレ ユダレ ユダレ
わき（脇） ワキ ワキ ワキ
わきばら（脇腹） ワキバラ、ヨコッパラ ワキバラ ワキバラ

赤字は方言

　【南部方言】
八代市、八代郡氷川町、
人吉市、球磨郡球磨村、相
良村、あさぎり町、多良木
町、水上村、
湯前町、錦町、五木村、
水俣市、葦北郡芦北町、
天草市、上天草市、天草郡
苓北町

　【北部方言】
熊本市、
荒尾市、玉名市、山鹿市、玉名
郡和水町、南関町、長洲町、玉
東町
山鹿市、菊池市、合志市、菊池
郡菊陽町、大津町、
上益城郡益城町、嘉島町、御
船町、甲佐町、山都町、阿蘇郡
西原村、
宇土市、宇城市　下益城郡美
里町

（激甚地区）
熊本市、上益城郡全域、阿蘇
郡西原村

　【東部方言】
阿蘇市、南阿蘇村、産山村、
小国町、南小国町、上益城郡
山都町蘇陽地区

（激甚地区）
阿蘇市、南阿蘇村、産山村
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