
「つ行」の天草方言 「天草方言集 鶴田 功著」

…つ …なのだ 「したつ・来たつ・良かつ」

つあえる つあゆる つわゆる 落ちる fall《御領》
ついえ つうえ 古語【費え】expense 費用 支出 ②無駄

つひ

ついえいく ついえか 古語【費え】 無駄になる
つひ

ついでじゃって 古語【序で】 良い機会だから 幸便
つい

ついでじゃもね ついでンこて 序でに 良い機会だから

つう〈蓋〉 瘡蓋 ②蟹や亀の甲羅 ③野菜や果物の蒂
かさぶた へた

づう【頭】head 「づうかまする」頭突きする

つうえか つえか 古語【費え】 無駄だ 勿体ない
つひ

つうえもん つうえナもん 古語【費え】 無駄な物
つひ

つうえる つうゆる 古語【費え】 無駄になる ②潰される
つひ つぶ

つーかー 意思がよく疎通する 「つーかーの仲」

つうかぶる 瘡蓋を被る
かさぶた

つうじ【通詞】 通訳 通訳をする人 ②地名「通詞島」

つうじ【通じ】 通る ②気持が伝わる ③便通《京》

つうじん 通じない 通わない 伝わらない

づうたい【図体】 づうてぇ づうてゃー 身体 体格 体つき

つうつう 情報が筒抜け ②意志が疎通する 良く通じ合う

つうぶし つぶし《日ポ》 膝関節 「つうぶしン痛か」

つうぶせ 上から布を当てて補修する 〔つう〕は蓋

つえ つえか 古語【費え】expense 費用 支出 ②無駄
つひ

つえー つよか【強い】strong 丈夫だ

つえーもん 強いものだ 強いな

つえさす 杖を突く

つがい 古語【番】pair 動物の雌雄 ②関節 joint 繋め
つがひ つなぎ

つかいくうだ つかいこうだ 使い慣れた ②使い込んだ

つかいでノある つかいでンある 使い量がある

つかいもん 進物品 贈答品 present《京》
つかいもんにならん【使い物】 使えない 役立たず 粗悪品

つかいもんにならん【使い者】 使用出来ない 役立たず

つかえる《日ポ・京》 つかゆる 支える 故障 塞がる break down
つかっとる【浸る】 水に浸っている ②入り浸り

ひた

つがね 沢蟹 谷川に生息する小蟹

つかばるる 顔が浮腫む 水分が溜まって腫れる
む く は

つがま 続き つなぎ目

つかまえる《京》 つかまゆる 掴まる hold 捉える 捕える catch
とら

つかまさるる 値打ちのない品物を買わされる 賄賂を貰う
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つかまする つかませる 賄賂を遣る
わ い ろ

つかませ(しぇ)もん 値打ちのない品物 ②賄賂の品

つかゆる【痞える】 流れが滞る ②胸が塞がって苦しくなる
つか

つからん 着床しない 付着しない ②種が着かない

つがらん 活着しない 接着しない

つかる 浸る 水に入る ②居続ける《京》
ひた

つがる【接がる】 接木が活着する 骨がつがる

つかわにゃ つかわんば 使わなければ

つかん 着かない 付かない 着床しない 付着しない

つかんこと 古語【つがなし】 訳もない 他愛ない《京》

つがん 継がない 跡継ぎをしない

つきあがる 調子に乗る 図に乗る 増長する 自惚れる
う ぬ ぼ

つきあわする【付き合わす】 照合する

つきあわん 交際しない

つきおうとる つきようとる 交際している

つきしょう つくしょう 古語【畜生】brute 鳥獣 ②罵り《京》
ののし

つきのいさま つきのんさま【お月様】moon （事象敬語）

つきノかさ【暈】halo 月の周りにできる輪状の光
かさ

つぎはぎ【継ぎ接ぎ】 穴を継いで補修する

つきもん〈憑物〉 物の怪 specter 人に乗り移った霊
つきやー【付き合い】 交際 intercourse ②義理で行動を共にする

つきゃー つけー 古語【使ひ 遣ひ】messenger 小遣い ②案内

つぎゃー 古語【番】pair 動物の雌雄
つがひ

つきゃーせん【小使銭】 小銭

つきゃーばしり つけーばしり〈使い走り〉 小使 使用人

つきゃーみちンなか つけーみちンなか 用途がない

つきゅうだ 付けようか 付けようよ

つぐ【注ぐ】 容器に入れる 液体を注ぐ 「飯つぐ」

…づく …ままに 「行かんづくで」

つくじる つっくじる 古語【抉る】 嘴でつっ突く pick
くじ

つくっじゃーた つくっでーた 作物の出来栄えがよかった

つくっつち〈作土〉 田畑の表土

つくね 栽培用の山芋

つくばい 古語【 蹲 ・蹲踞】 茶道の手水鉢 ②しゃがむ
つくばい そんきょ ちょうず

つくばう つくばる 古語【蹲ふ】 うずくまる しゃがむ 蹲踞 腹這いになる《京》
つくば そんきょ

つぐむ【噤む】 口を閉じる 黙る

…づくめ …尽くし 主体 「働きづくめ」

つくら 懐 胸の内側 服の内胸
ふところ

つぐら 古語【つぐら】 藁で丸く編んだ保温用の飯櫃 jar
ひつ

つくらでにゃ つくらでん 作らないで
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つぐらめ つんぐらめ 蝸 snail マイマイ でんでん虫
カタツムリ

つぐらうつ つぐらまく 古語【つぐら】 蛇がどくろ巻く

つぐり 紐や綱を巻き取った物

つくりもん 農作物 工芸品 生き作り

つくる 古語【付く】 付ける

つくる 古語【着く】 着ける

つくる 古語【漬く】 漬ける 野菜を漬物にする 液体に浸す

つぐる 古語【告ぐ】 告げる 伝え知らせる 聞かせる

つぐる 細く長い物を丸く巻き取る ｢縄つぐる｣

つくれん 繕いができない 物にならない 成 就しない
じょうじゅ

づぐろか 皮下出血で黒っぽくなる 唇の色が黒っぽい

つくろう 古語【繕ふ】 修理する 乱れを直す

つくろうろ 作ろうか 作ったものやら

つぐんつぐん つんぐつんぐ つんぐまんぐ（幼児語）もじもじ

つけ【付け】 買い掛け金 ②売り掛け金

つけあがる 調子に乗る 図に乗る 増長する 自惚れる
う ぬ ぼ

つけー 古語【使ひ 遣ひ】messenger 小遣い ②招待 案内 guide
つけくうだ つけこうだ 漬け込んだ

つけたし【付足し】 つけたり《京》 付属 添加物 おまけ

づけづけいう 言いたい放題に言う 放言 暴言

つけとどけ 古語【付け届け】 謝礼 御進物 present《京》
つけにゃん つけんばん つけなければならない

つけめ【付け目】aim 目当て 狙い 目的 object
つけもん【漬物】pickles 野菜を塩・味噌・糠等に漬けた食品《京》

つけもんおぶし〈重石〉 漬物用重石 圧し石 weight
つけん 着けない 付けない 添えない

つけんつけんいう【突っ慳貪】 邪険に言う 険悪な言い方

つごうじゃ つごうでにゃ【都合】 場合によっては

つごうする《京》 つごうつける 工面する 調達する

つこうた つこた【使った】 利用した ②雇用した

つこうだ【掴んだ】 手に取った 手に入れた ②理解した

つこうちみる つこうンみる 使ってみる 試用してみる

つこうちくだっせ つこうっくだっせ お使いください

つごうつくる 繰合せる 用立てる 間に合わせる

つこうとる つことる 使用している ②雇用している

つごーンつかん 都合が悪い ②用立てできない

つごーンちーたろ つごーンちーたろば 都合が着いたら

つごーンよか 都合が良い 便利だ ②出来がよい

つこかした つこきゃーた つこけーた 落した ②紛失した

つこかす つっこかす《京》 突き落とす ②紛失する



つこかせ つっこかせ 落とせ 落としてやれ

つこくっぞ つこくっとん 落ちるよ

つこくる つこける つっこくる 落ちる 転倒する 転ぶ

つこくんなえ つこくんなぞ つこくんなな 落ちるなよ

つこけた つっこけた 落ちた 転倒した 転んだ

つこけつこけ 何度も落ちて 落ちながら

つこけらした 転倒なさった 落ちられた 落選された

つこけんごっせろ 落ちないようにしなさい

つごもり 古語【晦】 月篭りの略 三十日

つじ 古語【辻】 四辻 四つ角 交差路 crossroads
つじーとる 続いている

つじべー 古語【辻弊】 十字路に立てる魔除けの御弊

つじまき〈辻巻き〉 旋風 cyclone つむじ風《日ポ》

つず つば 唾液 つばき 消化液 「つば吐く」

つず 古語【円ら】round 粒 ②形状 太さ
つぶ

づだぶくろ 《梵語》 dhuta 古語【頭蛇袋】 修行僧が持つ袋
づ だ

つちかう【土囲う】 つつかう 土を寄せる

つちくれ 古語【土塊】 土の塊
くれ

つっ… 接頭語 「つっ剥ぐる」

つづ つび【粒】 「つづん太か」

づつ 古語【づつ】 等分量に分ける 同一量の繰り返し

つつうだ【包んだ】 覆い囲んだ 取り巻いた

つつうでくだっせ つつうっくだっせ 包んでください

つづーら 不倫 道徳を破ること

つっかかる【突き掛かる】 言い掛かり ②少し触れる

つっかぐ【突き欠ぐ】つっかげる 物に当たって欠く 破損する

つっかやせ つっくゎやせ 壊せ

つっかゆい つっくゎゆい 壊れる《牛深》

つっからつぎ 次々に 順々に

つっかんがす つっくゎんがす 引き抜く 抜かす

つっかんげ つっくゎんげ 抜けている 間抜け 馬鹿

つっかんぐる つっくゎんぐる 引き抜ける 抜け落ちる

つつく 古語【突く】軽く何回も突く ②激しく痛む《日ポ》

つっくうだ つっこうだ 衝突した 突入した とび込んだ

つっくえる つっくゆる 古語【崩る】 崩る 壊れる
くえ

つっくざす つっくやす つっくゎやす 突き壊す 壊す break
づづくまる【 蹲 る】 縮こまる

うずくま

つっくやせ つっくゎやせ【壊せ】 壊してしまえ

つっくりびく つっくるびく 下を向く

つっけんどう《京》 つっけんどか【突っ慳貪】 邪険 無愛想
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つっこうだ 注ぎ込んだ 容器に注ぐ 資金投入

つっこかさした 落された ②紛失なさった

つっこかす 落す

つっこくる つっこける 落ちる fall 落下する 転倒する

つっこまれた 指摘された やり込められた 訴えられた

つっこむ【突っ込む】 挿入する ②注ぎ込む 投資する

つったっとんな 呆然と立ったままでいるな

つったまがる つったんがる【魂消る】 びっくりする

つっつきつらかす やたらと突っつく

つっとぼくる つっとぼけとる ぼんやりしている

づつなか づつにゃぁ 古語【術無し】 切ない 苦しい

つづノこまか つづンこまか 粒が小さい

つっぱい 水の中に落ちる《牛深》

つっぱぐる つっぱげる 剥げ落ちる ②化けの皮が剥げる

つっぱぐる 離れる《志柿》

つっぱしる【突っ走る】 走り抜ける ②独断専行する

つっぱしる 弾ける 跳ねる 飛び散る ②箍が外れる
はじ たが

つっぱたがる はだかる 両足を広げる

つっぱったっじゃがや 落ちたのだよ《牛深》

つっぱなるる【離れる】 遠く隔たる 間隔が広がる

つっぱぬる【撥ねる】 関知しない ②不合格にする
は

つっぱり 支柱 support 支え《京》
つっぱりかう 支えをする つっかう《京》

つっぱりかく つっぱるかく 腹を立てる

つっぱる つんばる 支える 倒れまいとする

つっぴしぇ(せ)ーだ つっぴしゃーだ 潰した

つっぴしゃぐ 潰す crush
つぶ

つっぽがす 突き破る 穴を開ける 貫通させる 穿つ
うが

つっぽぎゃーた つっぽげーた 突き破った 穴を開けた

つっぽぐる つっぽげる 穴が開く 底板が抜ける 貫通する

つっぽげ 貫通した穴 穿った穴 壁穴
うが

つっぽげた 貫通した 穴が空いた

つっぽてーた 縫い物や編み物を解いてしまった

つっぽとく つっぽどく 縫い物や編み物を解く

つっぽとくる つっぽとける 結んだものが解ける

つづまり 結論 最終的に 結局 after all
つづまる 古語【約まる】 縮まる 短くなる 切迫する

つづ ちぢ

つづまんのつかん 辻褄が合わない 理に適わない 結論が出ない

つづら【葛】 葛巻 蔓草 ②葛籠
くずまき つるくさ つ づ ら

つづらおり〈九十九折り 葛折り〉曲がりくねった山道
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つづる 古語【綴る】 繋ぎ合わせる ②書く write《京》
つづれ 古語【綴れ】 破れを繕った着物《京》

つつンぶしん【堤普請】 堤の補修工事

つて 古語【伝】message 手づる connections 縁故 頼り
つて

つと 古語【苞】 藁苞 ②脹ら脛
つと はぎ

つと つとずね〈苞脛〉 脹ら脛 calf ②向こう脛 lag
つと

つとうて 伝って 取り付いて

つとび【苞火】線香の束を藁苞に包んだ物 葬送用具

つとまらん 務めが果たせない

つとまろかい 役割が果たせそうにない 務まる訳ない

つにゃーだ つねーだ【繋ぐ】tie 結んだ 連結した 持ち堪えた

つのだる【角樽】 柄樽 祝用酒樽

つのんぼじょうり 鼻緒が角状になった草履

つば つばき 古語【唾】 唾液 消化液
つばき

つば 唇 lips 《日ポ》
くちびる

つばいろ つばンいろ 唇の色 唇の血色

つばぐちたたく 駄弁 無駄口を言う

つばくらめ つばくろ 古語【 燕 】 燕 swallow《京》
つばくらめ・つばくら つばめ

つばつけとく 唾液を付けておく ②取得権を表明する

つばつづき つばつるげ 引っ切りなしに 間断なく

つばひゃーた つばへーた 唾を吐いた

つばな 古語【芽花】 茅の花
つ ば な チガヤ

つばなぶるい バラバラに散らばる

つばぬる つばねる 斑なく広げる

つび 女性の性器 vagina
つび つぶ 古語【円ら】 粒 小さく丸いもの ②太さ

つぶ

つびーた【潰して】押し壊した ②鳥料理した ③放屁した

つぶき 淵 川の深み よどみ 《高浜》

つぶす【潰す】crush 押して壊す ②鳥を料理する ③放屁

つぶつぶ【粒粒】 多くの粒

つぶる【瞑る】shut 閉じる 「眼つぶる」《京》
つむ

つぶるる 古語【潰る】 押して壊す ②駄目になる 倒産

つべこべぬかす 古語【つべらこべら】 あれこれと言う《京》

つぼごえ【壷肥】 人糞を壺の中で発酵させた肥料

つぼね 古語【局】 隠居所 離れ屋 分家
つぼね

つぼむる【窄める】 狭くする 細める 「傘つぼむる」
すぼ

つま 古語【端】edge 縁 際 縁際 「座敷ンつま」

つまいん 古語【爪判】 拇印
つめはん

つまえる【摘える】《日ポ・京》 つまゆる 茶葉など先端を摘む 摘果する

②髪を切る 散髪する



つましか【約しい】《日ポ》 倹約 辛抱 地味で質素

つまだけ つまだち つめだけ【爪立ち】 足の爪先で立つ

つまっとる 施錠してある 閉まっている 塞がっている

つまはじき 古語【爪弾き】 爪で弾く ②仲間外し

つまびらか〈詳らか〉 詳しく 詳細に

つまらん 値打ちがない 出来ない 駄目だ ②面白くない 味気ない
あ じ け

つまらんぎっちょ 出来の悪い人 普通より劣っている 劣等

つまらんけん つまらんせん つまらんでか 駄目だから 劣っているから

つまらんなもん 情けないといったら 残念だ 駄目だ

つまらんもん 粗末な物 粗品

つまるか つまるもんか してはならない してはいけない

つみごえ 堆肥 compost 雑草を積んで発酵させた肥料

つむ【摘む】pick 摘み取る 刈る 「かんげつむ」髪を切る

つむる 古語【詰む】 満杯に入れる 縮める ②出務する

つむる つめる 塞ぐ block ②閉じる shut 閉めて施錠する
つめくうどる つめこうどる 詰め込んでいる

つめくじる 古語【抓む】 抓る pinch 爪で摘んでねじる
つ

つめくったつる つめたつる 爪を立てる

つめける【躓く】 足先が物に当ってよろける
つまづ

つめこくる 詰める 戸を閉めてしまう 閉じこめる

つめたか つめちゃー つめてー つめてゃー つんたか 冷たい cold
②心が冷淡 coolness

つめてしごっする 休みなく仕事する

つめとーして つめとーて つめとして 冷たくて

つもり 古語【積】心算 計画 plan 予定 方針《京》

つもりンわるか つもんノわるか 段取りが悪い

つもる 古語【積もる】 積み重なる 深くなる ②見積もる 算段

つやす【潰す】 ②腫れ物を切開して膿を出す《京》
は うみ

つやつや【艶々】〔擬態音〕 光沢がある
オ ノ マ ト ペ

つやゆる 落ちる fall 落下する dropping《御領》
つゆう つゆうと 古語【露と】 ある程度 ②あまり

つようい つようて つようして 強いので 強すぎて

つよかよー つよからす つよさー 強いね

つよごち〈強東風〉 強い東風

つら 上代語【蔓】vine 蔓草 creeper 茎 葛の茎
つる つるくさ

つら【面】 顔 顔面 face ②面目 honor ③側 side 表面
つらあて〈面当て〉 当て付け 当て擦り ②腹癒せ

い

つらえん 釣ることが出来ない《牛深》

つらか つりゃー【辛い】painful
…つらかす …し放題 制限なく続ける 「おめきつらかす」
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つらがまえ〈面構え〉 顔つき 人相 looks
つらかまわず つらかんまず 厚顔 あつかましい

つらくせンわるか 顔つきが悪い

つらしかむる 眉間に皺を寄せる 顔をしかめる
しわ

つらしゃー つらせー 辛さに 辛いので

つらぞくにゃ つらぞくね つらぞこにゃ つらぞこね〈面損ない〉

面子・対面を潰す

つらつきあわする 対面する interview 出会う

つらつくり 顔つくり 保身 自分の体面を守る

つらつっくやす つらつっくゎやす 顔をしかめる

つらつら【熟】 つくづく よくよく 念入りに

つらなし〈面無し〉 恥ずかしがり屋 照れ屋

つらにっか 古語【面憎し】 憎い hateful 可愛げがない
つらはり〈面張り〉 見栄っ張り 見栄坊

つらはる〈面張る〉 見栄を張る

つらようする〈面様〉 顔の表情で感情に表わす

つらよごし〈面汚し〉 面子を潰す 体面を汚す

つらら 古語【連連】icicle 氷柱 垂氷
つらつら つ ら ら た る ひ

つらるる 釣られる ②相手の考えにはまる 誘いに乗る

つらンかわンあつか 厚顔 厚かましい

つり【釣銭】 お釣り change 《京》
つりあわん【釣合わない】 不均衡

つりかわ【吊り川】 釣瓶のある深井戸

つりさがり【吊り下がり】 ②既製品 redy-made ②縊死
い し

つりゃーもん つれーもん 辛いものだ

づる 古語【出づ】 出る come out 外に出る 滲み出る
い

つるーどる つるんどる 古語【つるむ】 交接する 繋がる be linked
つるしがき【吊るし柿】 つるっしょ 干し柿

つるっぱげ つるんつるん 剥げ 無毛 滑りやすい
は

つるつる〔擬態音〕 滑らかで艶がある 滑りやすい ②啜り込む
オ ノ マ ト ペ

づるづる〔擬態音〕 滑らかに動く 滑る
オ ノ マ ト ペ

つるつるてん 鶴の足の如く衣服から長く脛が出ている様

つるべ 古語【釣瓶】 深井戸用水汲み桶

つるむ 古語【つるむ】 繋がる be linked ②交尾する

つるる【釣れる】 魚を針に引っ掛ける ②だまされる

つれ【連れ】companion 同伴者 仲間 連帯 同族《京》

つれあい つれやー【連れ合い】 伴侶 companion 夫婦 couple
つれしょん〈連れ小便〉 小用行動を連れと共にする

つれっけ 連れて来い 連れてお出で

つれっさるく つれてさるく 連れて回る 同伴する
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づれづれ【徒然】 づれんくゎれん づれんづれん することもなく退屈 だらだら
つれづれ

つれなか 薄情 cold hearted 気にとめない 平気

つれのうて《京》つれのうで 古語【連れ立つ】一緒に伴う

つれん 釣れない 魚が掛らない

…つろ …だろう …ならば …なのか 「来つろ・見つろ」

つろうあたる 辛く当たる 意地悪する 虐める

つろうい つろうして つろうて 辛くて 辛いので

つわえる つわゆる 落ちる fall《御領》
つわもん【強者】 強い人 兵士 勇士 猛者 優れている人

つん… 接頭語 「つん曲がる」

つんおる つんおるる摘み折る】 折り曲げる 折れてしまう

つんかぐる つんかげる 欠ける break
つんかげた 欠けた

つんきゃーだ つんけーだ 欠いだ

つんきる【摘み切る】 草や芽などを摘み取る

つんきるる【切れる】 物が分断される

つんくえる つんくざす つんくゆる 崩れる break down 壊れる

つんくじる 古語【抉る】scoop pick 抉る 爪でつねり取る 摘む
くじ えぐ

つんぐつんぐ つんぐまんぐ（幼児語）もじもじ

つんぐらめ つんぐるみゃー 蝸 牛 snail でんでん虫
カタツムリ

つんころす〈摘み殺す〉 虫などを指で摘んで殺す

つんしゃーだ つんぴせーだ 押し潰した ぺしゃんこにした

つんじゃーた つんでーた 丸出しにした

つんじゃーとる 出してしまってる 丸見えになっている

つんしゃぐ つんぴしゃぐ 押し潰す ぺしゃんこにする

つんしゃぐる つんぴしゃぐる 押し潰れる

つんたか つんてー つんてゃー 温度が低い ②冷淡だ

つんだす 丸出しにする

つんつらかす 摘み散らす ちぎり散らす

つんつるてん 剥げ頭 ②着丈が短い衣服《京》

つんつん 取り澄まして愛嬌がない態度

つんでくる 露出する 出る ②家出する

つんでけてはってく 出て行ってしまう

つんとーして つんとーて 冷たくて

つんとうなった つんとなった 冷たくなった

つんどく 積んでおく ②積読（読まずに積んでいるけ）

つんなむ 古語【連れ立つ】 伴う 同伴 一緒に行く

つんなみやっしゅうい つんなみやっしょう 一緒に行きましょう

つんなめん 一緒に行けない ②つきあえない

つんなもーだ 一緒に行こう 一緒に行動しよう
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つんにーた つんぬいた 貫いた 串を通すした 棘を刺した

つんにがす 逃がしてしまう

つんにぎゃーた つんにげーた 逃がしてしまった

つんぬーで つんのーで 連れだって 一緒に 同行して

つんぬく【貫く】pierce 串を通す とげを刺す

つんぬくる つんぬける 抜け落ちる 抜けてしまう

つんねーっとる つんねっとる 眠り込んでいる

つんのうで 連れだって 一緒に 同行して

つんのは【鶴の葉】 正月飾りに使うユズリハ

つんのぼする 夢中になる 我を忘れる 有頂天になる

つんのめる 前に滑って倒れる

つんばり【突っ張り】 支柱 support 支え棒

つんぴしぇーだ 押し潰した《五和》

つんぴしゃぐ 押し潰す crush
つんぶるう 振り払う 振ほどく ②無一文になる 散財する

つんぽぐる つんぽげる 穴が開く

つんぼさじき【聾桟敷】等外席 局外者 ②事情を知らされない立場

つんまがる【曲がる】bend ②折れる

つんまげた 曲げてしまった ②折れた

つんむくる つんむける 皮が剥げる

つんむけた 皮が剥げてしまった

つんむしる【毟る】pluck 掴んで引き抜く 羽を抜く
むし

つんもうる つんもる【漏る】leak out 水などが漏る

つんもやす【燃やす】burn 燃す 焼却する

つんもゆる【燃える】burn 燃えてしまう

つんもらしゅう 整然と

つんわる【割る】break 割ってしまう

つんわるる 割れる crack
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