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たあうち 田を耕す（ふたあくらめ参照） 

だあくな 楽な（えぶりつく参照）[用例] どお

（櫓）漕ぐの、ダアクナ様ん（に）しとるけど（し

て居るが）力な、いんねんなあ（が要るのですよ）。 

たあなねてて 稻が倒れて（おこす参照）[用例] 時

化で、タアナネテテわややれ（目茶々々だ）。 

たあるいれ 樽入れ、婚約（たある参照） 

だいこば 大根の葉（しにぼくろ参照） 

だいずまめ 大豆（きめ参照） 

たかってくんの 寄って来るのです。集まって来るの

です（あかとり参照）[用例] 皆が タカッテクン

ノ。 

たきたてのほこほこ 炊き上がったばかり、炊き上が

ってすぐ（できたてのほこほこ参照） 

…たきゃ …たければ [用例] 酒な（が）飲みタキ

ャ 飲まんかれ（飲みなさいよ）。 

…だきゃ …だけは [用例] そんダキャ 残さな

（なければ）はざん（駄目だ）。 

だきゃげた 抱き上げた、抱えた（だかえる参照） 

[用例] 荒布ダキャゲタや（ら）きもん（着物）わ

ややよお（目茶々々だ）。 

たきょおった 焚、炊いて居た、炊きました（きんこ

たき参照）[用例] 冬は、ひなてで（日の当たる所

で）芋、タキョオッタ。 

だくだいぼおず 落第坊主（だくだい参照） 

だくなんけど 楽なのだが（うしろに参照）[用例] 

荷が軽いと ダクナンケド。 

…たくられて 激しく…されて [用例] せきタクラ

レテ（激しく急がされて）。怒りタクラレテ。 

たくんで 計画して、相談して（たくむ、たらもとし

まう、はい参照）[用例] ふたんな（二人で）タク

ンデ わり事しとられ（悪い事して居るよ）。 

だけつ だけづつ [用例] そんダケツ（それだけづ

つ）持てけ（持って行け） 

たけつて １）勇んで（おにころし参照）[用例] 口

ばっか（ばかり）タケッテ、おじくそな（臆病者

が）。 ２）一生懸命になって [用例] タケッテ

仕事しとられ（して居る）３）叫んで [用例] ど

いらい（大きい）声で、タケッテなしたんど（どう

したのだ）。 

たけてきた 生長して来た（さえとる参照）[用例] 

あの子も、タケテキタもんで（ので）賢しこなった。 

…だけや だけです（いおや参照）[用例] ちょいと

（少し）切った ダケヤ。 

だけやなしん だけで無くて（うく参照）[用例] 其

処 ダケヤナシン 此処も 掃除しとけ（してお

け）。 

たこ 焚、炊こう（たいたて参照）[用例] 飯タコ。

ひい（火）タコ。 

…たこ。…たこお …たか、ましたか [用例] もお

タコ（貰いましたか）。行タコ（行きましたか）。 

だこ 抱こう（ひこ参照）[用例] ひこ（玄孫）ダコ 

てや（と言えば）長生きせなはざん（しなければい

けない）。 

ださせん 出さない（かけ、ふなおろし参照）[用例] 

銭 ダサセン。舌 ダサセン。 

ださな 出さなければ（ねがわ、やれるくち参照）

[用例] ○○な来たや（が来たら）酒も、ダサナ 

はざんわい（いけません） 

ださまい 出さない、出したくない（みなくちもと参

照）[用例] 銭、ダサマイ言うて（言って）逃げ張

って（逃げ口上を言って）。 

だされてきたんてない 離縁されたそうだ（だしたる

参照） 

ださん 出さない（せっき参照）[用例] 寄付 ダサ

ン。 

だしぇ 出しなさい、出せば（ひとこっぱ参照）[用

例] のおも（お前も）ダシェまあ。 

だしおった 出して居た（ぜんつきうた参照）[用例] 

祭りん（に）なると 寄付 ダシオッタ。 

だしたろん 出してやる（あかるみ参照）[用例] 家

から 放りダシタロン。 

たしなめん たしなめる [用例] 子供ら、タシナメ

ンのおに（のに）偉い人たので（頼んで） 

…だす 始める [用例] しいダス。言いダス。 

だすね 出します、出すのです（ひまち参照）[用例] 

後ろむいて 舌、ダスネ。 

だそ 出そう（さしかまいなしで参照）[用例] 俺も 

ダソかいねえ（かな）。 

たただあ て、しまった [用例] 行タタダア。言う

タタダア。 

たたどお てやったぞ [用例] 泣かしタタドオ。怒
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らしタタドオ。 

たたね てやったのだ、てやった（なかす、わるいた

参照）[用例] 泣かしタタネ。わるい（叱って）タ

タネ。うちゃっタタネ（壊してしまったのだ）。 

たたのん てやったのに [用例] 教せタタノン、覚

えとらせんね（て居ないのだ）。 

たたもんで てしまったので [用例] ガラス、うち

ゃっタタモンデ（壊してしまったので）弁償したん

よう（したのですよ）。 

たたよお てしまった [用例] 銭 失しのタタヨオ。 

たたら てしまったら、てやったら（てえねん参照） 

[用例] わるいタタラ（叱ってやったら）泣いて来

た。 

たたり てしまったり [用例] ガラス うちゃ（壊

し）タタリ。 

たたりもん 呪物（つかれる参照） 

…たたれ １）てしまった（かきさく、そこなう、た

たきすえる、たつ参照）[用例] 行タタレ。２）て

やった [用例] 怒っタタレ。 

たたわい てしまった [用例] 埋めタタワイ。 

…たたん てやったのだ [用例] 猫 殺しタタンて

わい（そうです）。 

…たたんてわい たそうだ [用例] 嘘 言うタタン

テワイ 

…たたんよお てしまった [用例] しょんべ（小

便）ちびっタタンヨオ（漏らしてしまったのよ）。 

たちもはいもできやせん 動けない（あき参照）[用

例] 腰ないとおて（が痛くて）タチモハイモデキ

ヤセン。 

たちゃ １）経てば（はしきれ、ひにちぐすり参照）

[用例] 日な（が）タチャ 治ってかれ（て行く

よ）。２）立てば [用例] タチャはちかる（立ち

はだかる）。 

たちゃがった 立ち上がった 

たっかあい 非常に高い（めたか参照） 

たったひとくら 唯一度（いっすん参照） 

ダッパのみ 容器からそのまま飲む事。ラッパ飲み

（くちのみ参照） 

だてこきもん 伊達をする人（ぱりっと参照） 

…たてて 激しく…して [用例] 言いタテテおこし

た（よこした）。 

たても てしまっても [用例] 失のタテモ。行タテ

モ。くれタテモ。 

…たてられて 激しく…されて [用例] せめ タテ

ラレテ。 

…たないよう …たくない [用例] なんも（何も）

しタナイヨオ。 

だなな 誰が（うそさぶい参照）[用例] うそさぶい

のん（大変寒いのに）ダナナ、そいなとこ行くんど

（そんな所へいくものか）。 

たなもんいれ 種子を入れて置く容器（たなもん参

照） 

…たね たのです [用例] 言よおっタネ（言って居

たのです）。のいタネ（脱会したのです）。 

たねいれる 種を撒く（おいすえる参照） [用例] 

畑へタネイレル様ん（に）用意せな（しなければ）。 

たのどる 頼んで居る（かいほにん、はたらきど参

照）[用例] 用事 タノドル。 

たのみがい 頼んだだけの効果（たのみで参照）[用

例] あの人ん（に）たのだてて（頼んでも）タノ

ミガイな、あろかい（が有りません）。 

たのみゃ 頼めば（あかるみ参照）[用例] 先生ん

（に）タノミャ 教えてくれるわい（教えてくれま

す）。 

たのみょおった 頼んで居ました（のみて参照）[用

例] 子供らん（に）ちょいとした（少しの）用事 

タノミョオッタ。 

…たのん たのに [用例] 用事 しタノン なんも

くれやせん（何もくれない）。 

たのんどる 頼んで居る（あがらさし参照）[用例] 

用事 タノンドル。 

たべえ 食べなさい（えさひろおや、たいへいらく参

照）[用例] 貴方も一緒に ご飯タベエ。 

たべしゃさせん 食べさせない（さしかまいなしで参

照）[用例] あんごし事するよって（馬鹿な事をす

るから）ご飯タベシャサセン。 

たべしゃそ 食べさせよう（くわしょ参照）[用例] 

こいな珍しもん（こんな珍しい物）もおてて（貰っ

て行って）爺やんにタベシャソ。 

たべとおて 食べたくて（せわやかす参照）[用例] 

腹な（が）へって 御飯な（が）タベトオテ、なっ

ちゃらしてくような（変になりそうだ）。 

たべどき １）食べるのに適した時（くいかげん参

照）２）食事時 

たべやす 食べさせる（こごやかす参照）[用例] 俺

家で 飯タベヤスわい（です）。 

たべよ １）食べよう ２）食べなさい 

だぼらふき 大法螺吹き（ほら参照） 
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たまっとんね 貯まって居る、貯まって居るのだ（ひ

やけ参照）[用例] 借金 よっけ（沢山）タマット

ンネ。 

たまには 時として。時には（あかつきだんご参照）

[用例] タマニハ 風呂も入れ。 

ためとる 貯めて居る。貯くわえて居る（ねじめ参

照）[用例] あの家、金よっけ（沢山）タメトルや

ろん（だろう）。 

だめのおしとる 不潔にして居る。散らばして居る

（しょびたれる参照）[用例] 部屋の中 ダメノオ

シトル。 

たやすう 簡単に（からうけやい、やすい参照）[用

例] 此の仕事な（が）タヤスウ 出来よかれ（出

来ない）。 

…たやせん てやらない（ほしらめぐい参照）[用例] 

おら（俺は）行タヤセン。うちゃっタヤセン（壊さ

ない）。 

…たよおった てしまうところだった（あごおとす、

すってのこと参照）[用例] すっての事（危うく）

財布落としタヨオッタ（タリオッタ）。 

…たよや てやろう [用例] 酒、飲ましタヨヤ。 

たよりんする 頼りにする（うしろだて参照）[用例] 

あの人 タヨリンスル。 

たらさして 吊して。垂らして（あみだれ参照）[用

例] 帯 タラサシテ みとみない（見苦しい）。 

…たらな てやらなければ（ころす、だるんでくる、

べんぎ、まぎらわかす、やっつける参照）[用例] 

仕事も、てっとタラナ（手伝ってやらなければ）は

ざんわい（駄目だ）。 

…たらん てやらない [用例] はしらかしタランう

ち（弾けさせてやらない間） 

…たらんかれ てやりなさい [用例] へし折っタラ

ンカレ。すぼげタランカレ。怒っタランカレ。 

…たらんと てやらずに（しとくら参照）[用例] ひ

とくらん（一度に）喰タラント、又後で喰ええ（食

べなさい）。 

たらんひと 馬鹿な人（ひょおたんあたま参照） 

…たりおった てしまうところだった [用例] たよ

おった参照 

たりたい てやりたい [用例] 泣かしタリタイ。怒

ッタリタイ。 

たりゃ てやれば [用例] 言う事も言うタリャ、気

もさっぱりするわい（します）。 

たるかけとる 酒樽を置いて居る（たるびらき参照） 

[用例] あの家、大祝いでタルカケトル。 

たるだ 垂れた、弛んだ（めのかあ参照）[用例] 腹

のかあ（皮）張って 目のかあ（瞼）な（が）タル

ダ。 

たるもんで てやるので（うちしき参照）[用例] 汚

し タルモンデ。 

…たるわ。…たるわい てやる、てあげます（やまみ

参照）[用例] おんな（俺が）行タルワ（行ってあ

げます）。 

…たれ。…だれ ました [用例] しよおっタレ（し

て居ました）。死んダレ（死にました）。 

…たれてや てやりなさい [用例] 行かし（せ）タ

レテヤ。言うタレテヤ。 

たろかいなあ てやろうかな（ひっさく参照）[用例] 

怒っタロカイナア。 

たろに てあげよう [用例] 負けタロニ。言うタロ

ニ。怒っタロニ。 

…たろや てやろう（おいすえる、とりこす、やった

る、やったろ参照）[用例] 飯 喰うタロヤ。怒っ

タロヤ。どづいタロヤ（叩いてやろう）。 

…たわ ました [用例] おっタワ（居ました）。行

タワ（行きました）。 

たわいない 持ちこたえが無い、抵抗が少ない（とご

ってく参照） [用例] 何しても、タワイナイ、に

げや（人間だ）。 

…たん たのです [用例] 言よおっタン（言って居

たのです）。 

…たんかして たのか（うつす参照）[用例] 頭、打

っタンカシテ、瘤こしゃえとられ（作って居る）。 

…たんけど たが、たのだが [用例] 昔は ○○さ

んも来いおっタンケド 今しゃ（今は）来やしぇん

わい（来ません）。 

…たんこ たのですか [用例] 叩いタンコ。泣いタ

ンコ。行タンコ。 

だんだらぼっち 伝説上の巨人（だんだらぼし参照） 

…たんて だそうだ（いやけ、てえきる、まいってた

参照）[用例] あの二人 別れタンテ。 

…たんてない たそうだ（わかれ参照）[用例] ふた

んな（二人が）喧嘩 しタンテナイ。 

…たんてや たのです（いそおけ参照）[用例] 伊勢 

行タンテヤ。 

…たんてわ。…たんてわい。…たんてわれ た、そう

です（ばんこ参照）[用例] 泣いタンテワ（タンテ

ワレ）。怒っタンテワ（タンテワレ）。 
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…たんどお １）てやるぞ（きゅうすえる参照）[用

例] どぐらしタンドオ（叩いてやるぞ）。２）たの

だ [用例] 行て来タンドオ。 

…たんな １）てやるのは（あしあらい参照）[用例] 

怒っタンナかあいそげなれ（可哀そうだ）２）てや

るな [用例] うちゃっタンナよう（壊すな）。 

…たんなよお てやるな [用例] へしょっタンナヨ

オ（折ってやるな）。 

たんね てやるのだ（こもち参照）[用例] 喰タンネ。

行タンネ。怒っタンネ。 

たんねて てしまうそうだ [用例] 皆 喰タンネテ。 

…たんねてや てしまうのだ [用例] 皆 喰タンネ

テヤ。 

…たんねどお てしまうのだ [用例] 皆 喰タンネ

ドオ。 

…たんねない。…だんねない てしまうのだ [用例] 

てあろおつこて（手荒く使って）しもタンネナイ

（壊してしまうのだ）。 

たんねやれ １）てしまうのだ [用例] うちゃっタ

ンネヤレ（壊してしまうのだ）。２）てやるのだ 

[用例] 怒っタンネヤレ。 

たんの てやるのです（てばな参照）[用例] 喰タン

ノ。行タンノ。来タンノ。怒っタンノ。 

…たんのお たのですね（もぶし参照）[用例] 行タ

ンノオ。喰うタンノオ。来タンノオ。泣いタンノオ。 

…たんのなし てやるのです [用例] 帰しタンノナ

シ。くれタンノナシ。 

…たんのも てやるのも [用例] おせタンノモ（教

えてやるのも）良し悪しやれ（だ）。 

…たんのん てやるのに（しるもん参照）[用例] 負

けタンノン。行タンノン。撲っタンノン。 

だんびらふりまあして 無茶を言って（だんびら参

照） 

…たんやろ。…たんやろなあ たのでしょう（ぼおふ

参照）[用例] おらせんてや（居ないのなら）伊勢

行タンヤロ。 

…たんよお てしまった、たのだ（あたってきた参

照）[用例] 行たタンヨオ。怒っタンヨオ。 

 


