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と 
 

…ど ぞ [用例] 先生に逢うド 

といたや て置いたら（いかっとる、いててた、いてる、

ざんざん参照）[用例] 用事 言うトイタヤ してあ

られ（して有る）。 

といてく て行く [用例] 土産 置いトイテク。 

…といてくれ て置いて下さい [用例] 人の事 構わ

んトイテクレ。 

…といてた て行った（こねくる、ひとつも参照）[用

例] 怒っトイテタ。笑ろトイテタ。喰トイテタ。 

といてたり て置いて行ったり（もいでく参照）[用例] 

わり事（わるい事）しトイテタリして、ほん、あやわ

るさや（本当に彼は悪い人だ）。 

…といてて ておいていて [用例] 新聞も破っトイテ

テ 読まれやせん（読めない）。 

といても ておいても [用例] 教せトイテモ なんも

出来やせん（少しも出来ない）。 

どいやしんぼ 非常なる食いしん坊（どいやし参照） 

どいらいおっきい 大変大きい（あらむしろ参照） 

どいろおて 大きくて（あかいお参照）[用例] 茶碗な

（が）ドイロオテ よけ（沢山）入る。 

とうね 問うのです。尋ねるのです（うそやんない参

照）[用例] 道 知らんで（ぬので）トウネ。 

どおかい どうですか（べつに参照）[用例] 爺やんの

あんばい（様子）ドオカイ。 

とおざって 遠くなって、痛みなどが軽くなって（おお

やめ参照）[用例] 山もトオザッテ だいぶ（随分）

沖い（に）出たなあ。足の痛みもトオザッテ 歩きよ

（よく）なって来た。 

どおちゃら、こおちゃら どうだこうだ色々（いいだす

参照）[用例] ドオチャラコオチャラ言うても、あれ

ん（彼には）理屈なとおろかれ（通らない）。 

とおつき 十ヶ月、妊娠十ヶ月（とつき参照） 

…とおて たくて（かなずいの、たるき参照）[用例] 

行キトオテ。聞きトオテ。喋りトオテ。 

…とおても たくても（ちびっこ参照）[用例] 行きト

オテモ。泣きトオテモ。 

とおても 遠くても（いせみち参照）[用例] あすか

（あの所は）トオテモ 行かんならん 

とおとかえった 空中回転した（とんぼりかいり参照） 

とおとめる 戸を閉める（はそだ参照）[用例] トオト

メンノン 指はそだ（挟んだ）。 

とおまあし 遠回り（あてこすり参照）[用例] トオマ

アシに言うても訳なわかろかれ（が、判らない）。 

とおもない たくもない [用例] あの人ん（に）逢い

トオモナイ。 

どおやかなあ 如何がでしょうか（うしろだて参照）

[用例] あの人 知っとるやかなあ（て居るだろう

か）ドオヤカナア。 

とおらへん 通らない、通じない（すじあい参照） 

[用例] その言う事は、トオラセンわい（です）。 

とおれやへん 通れない（うきも参照）[用例] 工事中

で 道な（が）トオレヤヘン。 

とかせん ておかない [用例] のな事は（お前の事

は）ほらくっトカセン（放っておかない）。 

…とかれ て置く（すすめる参照）[用例] 部屋は片付

けトカレ。 

…とかれやせん て置けない [用例] 入れトカレヤセ

ン。 

とかんかい て置きなさい [用例] たっかいわい（価

高いです）もうちょいと（少し）負けトカンカイ。 

…とかんかれ て置きなさい（あちゃらむき、つぼほり、

にっけ、ふち参照）[用例] 部屋も片付けトカンカレ。 

…ときおった て置きました、て置いた（はっち、まわ

す参照）[用例] 言う事 聞かへんもんで（聞かない

ので）怒っトキオッタ。 

ときつくって 一定の間隔で（ものおこり参照）[用例] 

トキツクッテ熱がして来る。 

…どきな などが（はたごせん参照）[用例] 木賃宿、

乞食ドキナ 泊まりおったね（泊まったのです）。 

ときゃ 時は（くさむぎ、こみしお参照）[用例] 若い

トキャ 二度と無い。 

…ときゃ て置けば（あんなり参照）[用例] 鍬 納屋

い（に）入れトキャええない（よろしい）。 

どきゃ 位は [用例] 一人やドキャ 何処いでも入い

られ（入る）。 

とぎれた 切れた（とぎれる参照）[用例] 行列な

（が）トギレタ。 

どく でおく [用例] のお（飲）ドクわ。放り込んド

ク。 

とくか ておくか [用例] もおトクカ（貰っておく

か）。 

…とくと て置くと（かんのあめはのり、はしゃぐ参
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照）[用例] 外へ置いトクト 雨にぬれんど（濡れる

ぞ）。 

…とくな ておくな 禁止 [用例] ほっちょ（包丁）

危ないよって（から）そこらい（その辺に）置いトク

ナ。 

…とくね て置くのです [用例] こしゃえ（作っ）ト

クネ。置いトクネ。 

…とくの て置くのです [用例] 棒抜いトクノ。泣か

しトクノ。 

どくぶ。どくぶさん 六部（へんどさん参照） 

…とくわい て置きます [用例] あずかっトクワイ。

聞いトクワイ。 

とくんやろ て置くのでしょう [用例] 出しトクンヤ

ロ。 

…とけ て置け [用例] 洗ろトケ。行トケ。喰トケ。 

どげやこげや どうだこうだ、ああだこうだ（よおい参

照）[用例] ドケヤコゲヤしても よおせんわい（出

来ません）。 

とけよ ておきなさい [用例] 取ットケヨ。 

とこ 解こう、ほどこう（むすぼる参照）[用例] まつ

のっとる（もつれて居る）毛糸 トコ 思とる（思っ

て居る）。 

…とこか て置こうか、て置きましょうか（ひらく参

照）[用例] 早いけど（が）飯 喰トコカ。 

とごった 沈んだ（みそだま参照）[用例] 水槽の底い

（に）トゴッタもんは（物は）汚いわい（です）。 

とごって 沈殿して、落ちて（あく参照）[用例] 茶糟

な トゴッテ 飲まれやせん（ない）。 

とごってかん 沈まない（うけ参照）[用例] トゴッテ

カンよおに 浮輪も付けて。 

とごってかんもん 沈まない物（うけ参照） 

とことってくれ 寝具を寝るようにして下さい（とこ参

照） 

…とこや １）ところです（めえねぶる参照）[用例] 

飯 喰とる（食べて居る）トコヤ。２）て置きましょ

う [用例] 此 こうトコヤ（買っておきましょう）。 

どこやあと、ここやあと 何処で有らうと、何処でも

（じょおき参照）[用例] ドコヤアト、ココヤアト汚

い美くし言わんと（言わずに）物、置いて 

とこやんかれ ておきましょう [用例] へぎ出しトコ

ヤンカレ 

とごりかす 残り物、残り渧（えりぐい、より参照） 

どこんじょくさり 非常に性格の悪い人（…くさり参

照） 

としうえにょおぼ 妻が夫より年上の事（としうえ参

照） 

どじかられた 激しく叱られた（あたまから参照）[用

例] 親父にドジカラレタ。 

としってきた 走って来た（としる参照）[用例] 息切

ってトシッテキタ。 

としのわかいもん 幼少年（としわ参照） 

どじゃこじゃ どうだこうだ（いちゃつく参照）[用例] 

ドジャコジャ言うて ふたんな（二人が）喧嘩しとら

れ（して居るよ）。 

とたない て居た [用例] あんごし（馬鹿だ）言うト

タナイ。 

…とたね て居たのです [用例] 行トタネ。売っトタ

ネ。 

…とたのん て居たのに（いとくそ、げんきづく、ほっ

とする参照）[用例] 泣いトタノン。 

…とたや て居たら [用例] 風呂入っトタヤ、呼びん

（に）来て 

…とたり。…どたり て居たり [用例] 遊んドタリ、

勉強もしトタリ。 

…とたれ（どたれ）て居た（そばえかかる参照）[用例] 

のおの事（お前の事）阿保や（だと）言うトタレ。 

とたわい て居ました [用例] 言うトタワイ 

とたん て居た [用例] 寝やしトタンてわれ 

とたんけど て居たが [用例] 行こ（行こう）思もト

タンケド、よお行かざった（行かなかった）。 

とたんなあ て居たのだ [用例] 泣いトタンナア。 

どづいたた 激しく叩いてやった（どづかれた参照） 

[用例] ぬすっと猫（泥棒猫）おもさま（思う存分）

ドズイタタ。 

どつきころしたんど 叩き殺してやるぞ（あかがね参

照）[用例] わり（悪い）事したら ドズキコロシタ

ンド。 

どっこいも 何処へも（あとおもい参照）[用例] ドッ

コイモ 行かせん（行かない）。 

とったた １）取ってしまった（やしきあと参照）[用

例] 服のボタントッタタ。２）取ってやった [用

例] 木になっとる（て居る）柿 あの子ん（に）ト

ッタタ。 

とったる １）取ってやる（あらける、とまる、とやげ

たて、はつより、ふじょお参照）２）堕胎する（かぼ

ちゃのこえ参照）[用例] 腹のこお（子）トッタル。 

とったろ 取ってやろう、盗ってやろう（ねつらう参

照）[用例] 蜜柑 トッタロ 



 2219 

どっち とちら（いじらかせ参照）[用例] ドッチかい

（かに）寄れまあ（動きなさい）。 

とっといた 取って置いた、しまって置いた（れえする

参照）[用例] 大事のもんやよって（物だから）戸棚

へ トットイタ。 

とっときゃ 取って置けば（すもどり参照）[用例] 珍

しもん（物）父やんに トットキャええわれ（よろし

い）。 

とっときょおたね 残して置きました、取っておきまし

た（ともつぎ参照）[用例] 旨いもん（物）父やんに、

トットキョオッタネ。 

とっとられ 取（獲、採、盗）って居る（あまかさ参

照）[用例] 海女さん 鮑 トットラレ。 

とっとる 取って居る、獲って居る（ぜんぼ参照）[用

例] 海女さんおおび（鮑）トットル。 

どつんぼのはてなし 非常に聴力の劣る人 

…とてえ（どてえ）て居て下さい（めえくさぐ参照） 

[用例] 待っトテエ。 

どておし 櫓を漕ぐ事（こまごと参照） 

とておって て居ながら [用例] 金 借っトテオッテ 

戻させんね（ないのだ）。 

とてきたれ １）取って来ました（あたり参照）[用例] 

柿 トテキタレ ２）取って来てやりなさい 

とてきて 取って来て（あきあじ参照）[用例] 鮑 ト

テキテ。 

とてて 取って行って 

どてのあし 土堤の下部（ぞれ参照） 

どてんしばい 露天芝居（どてん参照） 

どてんぶろ 露天風呂（どてん参照） 

ととのおた 手に入った（ととのえる参照）[用例] 旅

行の金もトトノオタ。 

ととばな 夫を（かかあでんか参照）[用例] あの家の

嬶 トトバナほっといて一人遊びあるいとんね（遊び

あるいて居るのだ）。 

とどや かだ [用例] あんな（彼が）行くてや（行く

とは）なっトドヤ。 

とな と [用例] 出やんトナ。 

どばしゃおった。どばしょおった 激しく叩きました

（からさお、むぎかち参照）[用例] 子供らを ドバ

ショオッタやんかい（です）。 

とびこみゃ 飛び込めば（あかる参照）[用例] 川い

（に）トビコメャ はざん（駄目だ）。 

どぶいてくんね 風が強く吹いて来るのです（ふきかえ

し参照）[用例] 台風の風な（が）ドブイテクンネ。 

とぶれとる 飛び出て居る（あかいお、めとぶれ参照）

[用例] 臍な（が）ドブレトル。 

とぼれてく 飛び出て行く（めくらさがし参照）[用例] 

道 急にトボレテクと 危ないど（ぞ）。 

とまんな １）泊るのは（あきしにいく参照）[用例] 

宿屋い（に）トマンナ 勿体ない ２）泊るな。止ま

るな。禁止。 

とまんね １）止まるのです（どどろびる参照）[用例] 

注射すると痛みな（が）トマンネ。２）泊まるのです 

[用例] 旅行でホテルい（に）トマンネ。 

とめどなし 止まる所なし（うしろに参照）[用例] ト

メドナシん話 しとる（して居る）。 

とめやせん とめない [用例] 気にトメヤセン。 

とや 取れば（おってた参照）[用例] 早よ（早く）ト

ヤええけど（よいが）。 

…どや のだ（あたまはさむ参照）[用例] 俺をあんご

し（馬鹿だ）言うんドヤ。 

どやした 激しく叩いた（どやされた参照）[用例] い

ん（犬）ドヤシタタヤ（てやったら）キャン言うて逃

げてた（言って逃げて行った）。 

…とやへん て居ない（げんげ参照）[用例] 泣いトヤ

ヘン。怒っトヤヘン。 

…とよ て居よう（うづきむいかにあめふらば参照）

[用例] 見トヨ。聞いトヨ。行トヨ。 

…どよお だ [用例] あんね（有るの）ドヨオ。泣く

ね（の）ドヨオ。 

とよおった １）訪れた [用例] 正月に親の家 トヨ

オッタわい（です）。２）供養した（おやだま参照）

[用例] 年忌 トヨオッタ。 

とよおった 取った、取って居ました（とりあげばば参

照）[用例] 冬ん（に）なると 海老トヨオッタ。 

…とよおった て居た（かたふね、ひっつめる参照） 

[用例] き（来、着）トヨオッタ。怒っトヨオッタ。 

とよおったわい て居ました [用例] まきゃあるいト

ヨ オッタワイ。泊っトヨオッタワイ。ひっついトヨ

オッタワイ。 

…とらせん て居ない（もたん参照）[用例] 服着トラ

セン。泣いトラセン。 

とらへん て居ない [用例] 泣いトラヘン。 

…とられ、…どられ て居る（あいぶ参照）[用例] 泣

いトラレ、泳んドラレ。 

とられやせん て居れない [用例] 起きトラレヤセン。

そいな事（そんな事）しトラレヤセン。 

とられん 取れない（めえとんね参照）[用例] 高っか
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い（高い）とこん有るもんで（所に有るので）てえで

（手で）トラレン。 

…とられん て居れない [用例] 腰な（が）痛とおて

（痛くて）歩いトラレン。 

…とらんと（どらんと）て居なくて（けりつける、しょ

おずくなる、でふねいわい、ねくされ参照）[用例] 

遊んドラント、勉強もせんかれ（しなさい）。 

とりおさめ 終わり（とりおさめる参照） 

…とりおった て居ました（こおへる、ごとばな、そと

ながし参照） [用例] 泣いトリオッタ。 

とりおったわ て居ました [用例] 泊っトリオッタワ

イ。 

とりかえやい 交換（とりかえる参照） 

とりきられた 品切れになった（とりきれる参照） 

とりきられる 品切れになる（とりきれる参照） 

とりげだった 鳥肌になった（さぶつぼ参照）[用例] 

どいらいおおきい（大変大きい）蛇な（が）出て来て 

トリゲダッタよお（ました）。 

とりしまり 締り（とんちき参照）[用例] トリシマリ

の無いにげ（人間） 

とりたい て居たい [用例] 寝トリタイ。 

とりとめのない 締りの無い（あほぐち参照）[用例] 

トリトメノナイ事。次から次い（に）喋って。 

とりなおやせん 元に戻りません（さとがい参照） 

[用例] 病気もまだトリナオヤセン。 

とりゃげられて 取り上げられて（とりやげる参照） 

[用例] 漫画本 トリャゲラレテ ほられたた（捨て

られてしまった）。 

とりよった て居た [用例] 食べトリヨッタ。 

とりん 取りに [用例] トリン行かれやせん 

とりんおおた からかわれた（とりにする参照）[用例] 

やうちん（仲間に）トリンオオテ こらこらや（目茶

苦茶だ）。 

とりんして １）からかって ２）終わりにして（とり

んする参照） 

とるかい て居ますか [用例] 食べトルカイ 

…とると て居ると [用例] 笑ろトルト。行トルト 

…とるなし て居る [用例] いたん（傷がつく、悪く

なる）ドルナシ。べんきょ（勉強）しトルナシ。 

…とるもんで て居るので（うえむきとんがらし参照）

[用例] 怒ットルモンデ。 

とるやろ。とるやろなあ て居るだらう [用例] 怒っ

トルヤロ。 

とるやんかな て居ます [用例] 破れトルヤンカナ。 

…とるやんない て居るでしょう（うしのはなとり参

照）[用例] 両方から 引っ張ットルヤンナイ。 

とるよお て居ます [用例] 飯、喰トルヨオ。泣いト

ルヨオ。 

…とるわい。…とるわな て居ます [用例] 聞いトル

ワイ（トルワナ）。 

…とるんやれ て居るのだ [用例] しトルンヤレ。 

…とるんやろ て居るのでしょう [用例] しトルンヤ

ロ。 

とれたて 獲れてすぐ（あがりたて参照）[用例] トレ

タテの 魚や（だ）。 

とれてかへん 取れて行かない（たんばほおづき参照）

[用例] 引っ付いとて（て居て）トレテカヘン。 

とれてく 取れて行く（しにぼくろ参照）[用例] ボタ

ンな（が）トレテクよって（から）なおしてくれや

（下さい）。 

とれてた 取れて行った（はっしゃぐ参照）[用例] ボ

タンな（が）トレテタ。 

どれなと どれでも、どれなりとも（なんなと参照） 

[用例] 有る中からドレナトええの、もてけえ（よい

のを持って行きなさい）。 

とれやへん 取れない（こび参照）[用例] 垢な（が）

こびりついとて（堅くついて居て）トレヤヘン。 

…とれよお て居なさい [用例] 諦めトレヨオ。 

とれらった 取れなかった 

とれんで 取れなくて（かます参照）[用例] 痛みな

（が）トレンデ 弱っとんね（困って居るのだ）。 

とろ 取ろう、盗ろう（ねがけとる、ものび参照）[用

例] あれトロ思て（思って）見とんね（見て居るの

です）。 

とろおて 少なくて、劣って居て（まどろこい参照）

[用例] あんな（彼の）するこた（事は）トロオテ 

見とられやせん（見て居れない）。 

とろか て居ようか [用例] むこトロカ（座って居よ

うか）。先い（に）喰トロカ。遊んドロカ。 

とろかい て居ません（のおやそおや、みずぶね参照）

[用例] そいな事（そんな事）言うトロカイ。 

とろかれ（どろかれ）て居ない（にちゅうさんちゅう…

参照）[用例] おや（俺は）遊んドロカレ 仕事しと

んのやれ（して居るのだ）。 

とろくそおて のろのろして居て、意気地が無くて（と

ろくさい参照）[用例] ○○は、トロクソオテよさり

（夜）外いよおでやん（に出れない）。 

どろごおい 非常に濃い（どろごい参照） 
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…とろと て居ようと（ぶしょたれ参照）[用例] 笑ろ

トロト、泣いトロト、人の勝手や（私の自由だ）。 

…とろや て居ましょう（かまえる参照）[用例] 先い

（に）行トロヤ。 

とんがり 先端（ひきずり参照） 

どんくそおて 下手で（なんしても参照）[用例] なん

さしても（何をさせても）ドンクソオテ見て居られや

せん（見て居れない）。 

とんちゃく 頓着（あっぱっぱ参照）[用例] なんも

（少しも）トンチャクしやせん（しない）。 

どんちゃんがね 葬式の時に打つ銅羅（すりがね参照） 

…とんど て居るぞ（けけましとる、ほりだす参照） 

[用例] 泣いトンド。怒っトンド。笑ろトンド。 

とんど とるぞ、盗るぞ（にえあがる、にやがる参照）

[用例] にやがったよって（煮え上がったから）鍋の

蓋トンド。 

…とんどお て居るぞ（みとれ参照）[用例] 先い

（に）行トンドオ。 

とんな 取るな、取ってはいけない（ともぎんみ参照）

[用例] 畑のもん（物）トンナよお 

…とんな て居るのは（すかす、はなわ参照）[用例] 

あしこで（あすこで）泣いトンナ 誰どい（ですか）。 

どんな どれが（よお参照）[用例] ドンナ欲しんど

（欲しいのだ）。 

…とんなあ（どんなあ）て居る [用例] 仲よお（よ

く）遊ドンナア。よお（よく）風な（が）吹いトンナ

ア。 

…とんなし て居るのだ（あんねなし参照）[用例] お

ら（俺は）銭よっけ（沢山）持っトンナシ。 

とんねけど て居るのだが [用例] 行こ思もトンネケ

ド、まだやよう（です）。 

とんねてや て居るのです [用例] 行こ思もトンネテ

ヤ 

とんねてわい て居るそうです [用例] 皿の縁 欠け

トンネテワイ。 

…とんねど て居るのだ（あたまちのさんごもない、い

いきる、うわまいはねる、けけましとる、けけます、

けしきばる、どすおこす、ねこ、ひい、ひょお  け

る、ふざけまあす。まいとる。めしくわす参照） 

 [用例] あんた（貴方は）なん（何を）しトンネド。 

…とんねな。…とんねなあ。…とんねない て居るのだ

（…とる参照） [用例] 年中（何時も）あいな（あ

んな）事、しトンネナ。 

とんねないし て居ないので [用例] 人おめ（怖）ト

ンネナイシ何でも平気でよお言う（よく言う）。 

とんねもん て居るから [用例] 笑ろトンネモン。泣

いトンネモン。 

とんねやら て居るのか [用例] 何思もトンネヤラ、

訳の判らん人だ。 

…とんねやれ て居るのだ [用例] あてん（慣れに）

なっトンネヤレ。 

…とんねやんかい て居るのです [用例] 泣いトンネ

ヤンカイ。 

とんねよお て居るのです [用例] 泣きまくっトンネ

ヨオ。しこっトンネヨオ。呼ばれトンネヨオ。 

…とんの 取るのに、取るのです（かいどお、しゃちこ

ばる、ちゃんになる、とりめし、めえねじ、みいうす

参照）[用例] 鮑トンノ。柿トンノ。 

…とんのおか。…どんのおか て居るのか [用例] 遊

んドンノオカ。聞いトンノオカ。 

…とんのおに て居るのに（おそいりさんばい、よこぐ

ち参照）[用例] 畑 行トンノオニ 雨な（が）降っ

て来て。 

…とんのおを て居るのを [用例] 柿な（が）なっト

ンノオヲ 獲て来い（獲って来い）。 

…とんのどい て居るのですか（いったいぜんたい参

照）[用例] 貴方 何処 行トンノドイ。 

…とんのな て居るのが（ひたす、やっくち参照） 

[用例] あしこえ（あの所に）見えトンノナ 富士山

やれ（だ）。 

とんのなあ て居るのです [用例] 聞いトンノナア。 

…とんのも て居るのも [用例] 威張っトンノモ 見

苦しもんや（ものだ）。 

とんのを 取るのを（あらい、あらけとり、うすすり、

えりどり、しゃくる、ちぎる、はたけあらし、よおじ

ゅう参照）[用例] 人のもん（物）トンノオ、ぬすっ

と言うねやれ（泥棒と言うのだ）。 

…とんのを て居るのを（あかちゃっぴん、あるきちゅ

うぶ、あれ、いてる、うなり、おおくちがみ、おさえ

る、ごおないる、こじとる、こしやすめ、こじれる、

よいほおける参照）[用例] こららの（子供の）持っ

トンノオ 皆 取ったて（取ってしまって）。遊んド

ンノオ。 

とんのん 取るのに（あらい、おしたる、おどりがみ、

かじづか、がにおに、こしかご、こしづな、こどりま

あし、ながのみ、にかたかご、ひのけがえ、ほろろう

つ、ほる参照）[用例] 柿トンノン きいへ（木に）

登った。 
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…とんやな て居るのですか [用例] 何しトンヤナ。 

 


