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…てあれ …だそうだ（あんばい参照）[用例] 行くん

テアレ。泣くテアレ。 

てあろお 手荒く（しもたる、やぼてん参照）[用例] 

あの人、テアロオて なんもかも（すべて）しもたん

ねない（壊してしまうのだ）。 

…ていえ。…でいえ …て下さい（すけ参照）[用例] 

おせテイエ（教えて下さい）。来テイエ。あそデイエ

（遊んで下さい）。 

…てええ …て下さい [用例] 残りもんやけど（物だ

が）あんたな（貴方が）喰たテエエ。 

てえかえせ 手入れしなさい（うらがえ参照）[用例] 

荒布 干しとんの（て居るの）テエカエセ。 

てえつけんと 手をつけずに、始めずに、食べずに（あ

らとこ参照）[用例] 出した料理 テエツケント 有

る。 

てえぬく 手抜きする（はやじゃらく参照）[用例] テ

エヌクと出来なわり（が悪い）。 

てえやみ 手の病気、手の病気をして居る人（はあなや

める参照） 

…てが …だそうだ（さい参照）[用例] あの人、伊勢

行くね（の）テガ。泣くねテガ。 

でかきょか 出かけましょうか（ぼちぼち参照）[用例] 

ぼちぼち（ゆっくり、それでは）デカキョカ。 

…てかせん て行かない（そっくい参照）[用例] 持テ

カセン（テカヘン）。喰テカセン（テカヘン）。取れテ

カセン（テカヘン）。 

でかせんない で行かない [用例] あの爺 まだ死ん

デカセンナイ。 

てかな。でかな て行かければ（いきづな、いきづく、

つくりだす参照）[用例] 傘 持テカナ 雨な（が）

ふんど（降るぞ）。死んデカナ。 

てかへん て行かない（さいばこ参照）てかせん参照 

てがりやか。てがるやか 手軽く、手早く（こどりまし、

こまわり、ぱいすけ参照）[用例] あの包丁、使うの

テガリヤカなの、見よまあ（見なさい）。 

…てかれ て行く（とんの、たやす、ねえほおける、の

さばる参照）[用例] 逃げテカレ。盗んデカレ。 

…てかれやせん て行けない [用例] 道に迷よて、帰

っテカレヤセン。 

…てかれる て行ける、出来る [用例] 喰うテカレル。 

…てかん て行かない（あげしお、うけ、もえさし参

照）[用例] 持テカン。と（盗）テカン。 

…てかんかい て行きなさい [用例] 飯も喰テカンカ

イ。 

…てかんかれ て行きなさい（つかめどり参照）[用例] 

持テカンカレ。笑ろテカンカレ。 

…てかんと １）て行かないで [用例] 錨 揚げテカ

ント。２）て行かなければ 

…てかんならん て行かなければならない（いちのどお

ぐ参照）[用例] 持テカンナラン。怒っテカンナラン。 

てきおった て行きました [用例] 呼ばれテキオッタ。 

できぶつ 出来物（あっこお参照）[用例] 腹い デキ

ブツナ 出来た。 

できやへん 出来ない（いちぞん、じっくり、すり参

照）[用例] 今年は雨なおいいて（が多くて）畑のも

ん（物）なんも（少しも）デキヤヘン。 

てきょおった て行った [用例] よばれテキョオッタ

（招待されて行った）。 

できよおって 出来て（こめのもち、ずくずく参照）

[用例] 夏になると、あせぼなよけ（汗疹が沢山）デ

キヨオッテ。 

できらった 出来なかった（ひいて、のおに参照）[用

例] 喋っとて（て居て）仕事 デキラッタ。 

てくさいよおなひと 盗みをする人（ぶっそ参照） 

…てくと て行くと（いたちころしんいく、うえもん、

うしろに、ききもて、さら、はしれる、ひね、くれ参

照）[用例] 怒ッテクト。弱ッテクト。泣いテクト。 

…てくね て行きます、て行くのです（とおげ、はしか、

はしれる、ひびなはいる参照）[用例] 泣いテクネ。

走っテクネ。歩いテクネ。 

…てくねない て行くのだ [用例] いたしテクネナイ

（盗んで行くのだ） 

…てくの て行くのです [用例] 怒っテクノ。 

…てくのかい て行くのですか [用例] 結婚式よばれ

（招待され）テクノカイ。 

…てくのん て行くのに [用例] のな、いかんてて

（お前が行かなくても）おんな（俺が）呼ばれテクノ

ン。 

…てくわい て行きます [用例] 此処へ、置いといテ

クワイ。 

てぐわい 手で使用する様子、手に持って使う時の感じ

（ぐわい参照）。 



 2215 

…てくわな て行きます [用例] 持テクワナ。言うテ

クワナ。死んデクワナ。 

…てくん て行く [用例] 海い（に）落っテクンてわ

い（そうです）。言うテクン。怒っテクン。 

てくんてや て行くのです（くちこんじょなわり参照）

[用例] あの家い（に）言うテクンテヤ。じっぱん

（立派に）なっテクンテヤ。 

てくんてわい て行くそうです [用例] あの人 大学

い（に）はいっテクンテワイ。 

てくんね て来るのです（こめぬか、めざし参照）[用

例] 泣いテクンネ。持テクンネ。 

てくんやれ て行くのだ [用例] じっきん（すぐに）

うちゃれ（壊れ）テクンヤレ。 

てくんやんかい て行くのです（ああとと参照）[用例] 

友達も 連れテクンヤンカイ。 

てくんよお て行くのです（ふさがる参照）[用例] 腹

な（が）ふくれたら めえなくさん（目がふさい）デ

クンヨオ。 

…てけえ。…でけえ て行きなさい [用例] 持テケエ、

遊んデケエ。 

…てけど そうだが、と言うが（へび参照）[用例] 人

はほんとや（本当だ）テケド 嘘やんない（でしょ

う）。 

…てこ １）て行こう（ゆうごぜん参照）[用例] 飯 

喰テコ。持テコ。２）て行け 

…てこか て行こうか（ぼちぼち参照）[用例] ○○さ

んも一緒に誘テコカ。 

でこぼお 案山子（かかし参照） 

てこや て行きましょう（あめやます参照）[用例] ○

○さんも一緒ん（に）誘テコヤ。 

…てたな １）て置いて行った [用例] あいなわり事

（あんな悪い事）しといテタナ。２）て行ったのは 

…でたな で行ったのは [用例] 済んデタナ、他いの

けとけ（ておけ）。 

…てたなあ て行った [用例] わり事（わるい事）シ

テタナア。泣いテタナア。 

…てたない て行った（あげこげ、うなづく、ひっさら

える、ほる参照）[用例] 喧嘩して 泣いテタナイ。 

…てたね て行ったのだ [用例] 持テタネ。いたしテ

タネ（盗んで行ったのだ）。 

…てたのん て行ったのに [用例] 落っテタノン。怒

っテタノン。 

…てたや。…でたや て行ったら [用例] 走りきっテ

タヤ、電車の時間にまにおおた（あった）。 

…てたり て行ったり（もいでく参照）[用例] 菓子持

テタリ、ちゃあ（茶）持テタリ。 

でたる 出てやる、出てしまう（あおばな参照）[用例] 

家 デタル。 

…てたれ て行った（しなびれた、たいらげる、つべた

い、はしこい、ひろがる参照）[用例] 爺やん死んデ

タレ。有るもん（物）皆 喰テタレ。 

…てたん １）て行った（はなもげ参照）[用例] 怒ら

れて、逃げテタンやれ（のだ）２）して下さい、て下

さい [用例] 行テタン。怒ったテタン（怒ってやっ

て下さい）。 

…てたんて て行ったそうで（しもてて参照）[用例] 

婆やん死んデタンテ。 

…てたんてなあ て行ったそうで [用例] 婆やん死ん

デタンテナア。 

…てたんてない。…てたんてわれ て行ったそうだ（き

ゅうびょお、こごやかす、ひっつける参照）[用例] 

婆やん死んデタンテナイ（テワレ）。 

…てたんてわ て行ったそうだ [用例] 病気な（が）

わりなっ（悪くなっ）テタンテワ。 

…てたんてわい て行ったそうです [用例] 伊勢行く

言うといテタンテワイ。 

…てたんなあ て行ったのだ [用例] ゆわしテタンナ

ア（盗んで行ったのだ）。 

…てたんよお て行ったのだ [用例] 泣いテタンヨオ。

怒っテタンヨオ。 

てったわん 手伝わない（しまいこと参照）[用例] 葬

式も、テッタワンとこらえてくれえ（許して下さい）。 

てっとう 手伝う（おなごし参照） 

…でて で行って（なかせ参照）[用例] 猫な（が）死

んデテ 鼡が増えて来た。 

でてこ 出て行こう [用例] こいな家（こんな家）デ

テコやんかい（ましょう）。 

ててもん ても（だいじかれ参照） 

…てど のだ、て居るのだ（はしたがね参照）[用例] 

のおはあんごし（お前は馬鹿だ）言うテド（テドオ）。 

てどお だ（だな参照）てど参照 

でとた 出て居た（まえまえ参照）[用例] 花のめえな

（芽が）デトタ。 

でとて 出て居て（どけ参照）[用例] その時、家デト

テ、おらざったわい（居ませんでした）。 

でとる 出て居る（すじこい、ぞおわた参照）[用例] 

布団な（が）破れて 綿な（が）デトル。 

でとんと 出て居るぞ（うしろこんぶ参照）[用例] 水
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ばな デトント 風邪 引くねやれ（のだ）。 

でな では [用例] 神さん拝んデナ 佛さんも拝んで 

てなあがって 撲りかかって（てなはやい参照）[用例] 

言うより早よ（早く）テナアガッテ。 

…てね と言うのです（おみんとこ参照） 

…てのお そうだ、そうで [用例] 爺やんも、もおし

てた（死んだ）テノオ。 

でば 出歯 門歯の前に出て居る者（そっぱ参照） 

てもな と言う者（物）は、（あほのおおぐい、いって

んばり、こおと、ねぶたや参照）[用例] 阿保テモナ 

よお喰うもんやのお（よく食べるものだなあ）。 

でや 出れば（としごろ参照）[用例] 若い娘な（が）

よさり（夜）デヤあるいて（出歩いて） 

てや、おるすや 手が働かない（いいもて参照） 

…てやなあ と言えば（もみいしゃ参照）[用例] かと

テヤナア鰹の事やわい（です）。 

でやへん 出ない（すどおし、つうじ参照）[用例] は

こな（大便が）デヤヘン。 

でやわせん 出合わない（でやう参照）[用例] ○○さ

んに、デヤワセンらったどお（だった）。 

てやんかい そうだが、と言うで有りませんか [用例] 

爺やんわりん（悪い）テヤンカイ。 

でよや 出ましょう（あさあらし、しおないごかん参

照）[用例] こいなとこ（こんな所）はよ（早く）デ

ヨヤ。 

でられ 出る、出ます（くっしゃめ参照）[用例] 同窓

会 俺もデラレ。 

てりあわしてみよ 較べて見なさい、見て見なさい（て

らす参照）[用例] 証文とテリアワシテミヨ。 

てりやぶる 夏の日射の強いのを言う。 

てれて 恥ずかしがって（てれる参照）[用例] 彼氏の

前でテレテ、ものもよお言わんね（言えないのだ）。 

…てわな。…てわら。…てわれ そうです、そうだ（あ

とばら、ええさす参照）[用例] 伊勢 行くんテワナ

（テワラ、テワレ）。 

…てんかい と言うのですか（おきやれる参照）[用例] 

俺をあんごし（馬鹿だ）テンカイ。 

てんてんじょおり 葬式の時に履く草履（あしなかじょ

おり参照） 

でんど 出るぞ [用例] ゆうれん（幽霊）がデンド。 

でんな 出るのは 

…てんね て居ます、て居るのです [用例] 泣いテン

ネ。喰テンネ。 

 


