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本 BCCWJ 複合辞辞書（印刷版）は、BCCWJ 複合
辞辞書（エクセル版）から、見出し語と用例を抜き出
して一覧できるようにしたものである。BCCWJ に含
まれる複合辞をリストアップし、見出し語の 50 音順に
配列してある。
見出し語の表記（漢字・平仮名）は、BCCWJ にお
いての実際の用例で用いられる頻度が高い形態とした。
見出し語に同音異義のものがある場合には、右肩の小
数字で区別した。見出し語の次の括弧には、独自に定
義した、文法範疇（品詞）
・意味範疇および、複合辞の
前に来る要素（前接語）を順に記載した。したがって、
文法範疇が接続詞の場合は、前接語欄は空欄である。
用例は、原則として、BCCWJ の中のジャンル（書
籍・雑誌・ネット）からそれぞれ 1 つずつとるように
したが、存在しない場合は省略したりしたなど、完全
に規則的ではない。さらに詳しい情報については、複
合辞辞書（エクセル版）およびその Readme.doc に当
たられたい。
印刷版の TeX による加工およびフォーマットの方針
はすべて山元啓史によるものである。

1
あ

あ
間に 1 〔格助詞/時間/体言＋助詞「の」〕
◇１９８０年代をとおして戦われたイラン‐イラク戦
争の間に、おおぜいの人びとが農村部から北部の都
市に移り住んだ。
BK ／イラク ／アリー・Ｍ・ロジャース・東眞理子 ／国土社／ 2002

◇冬の間にすっかりはげてしまったペンキの、ぬりな
おしをするのです。
PM ／ちゃぐりん 2001 年 3 月号（第 38 巻 3 号）／今釜涼子・ちゃぐりん編集部・
宮崎学／家の光協会／ 2001

◇おとーさんはお仕事の激務の間に、さまざまな知識
や草木の名前を覚えねばなりません。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

間に 2 〔接続助詞/同時/用言連体形〕
◇瞬間移動魔法が発動し、またたきする間に、ワタル
は沼の縁へと飛ばされていた。
BK ／ブレイブ・ストーリー 下／宮部みゆき／角川書店／ 2003

あげくに 2 〔接続助詞/添加・継起/動詞た形〕
◇脱線したあげくに暴走し、駅ビルの壁に激突したら
しい。
BK ／デカセーギ 逆流する日系ブラジル人／大宮知信／草思社／ 1997

◇勝手にゆうぱっくにされたあげくに不到着なんて踏
んだりけったりですね。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

あげくのはて〔接続詞/添加・継起/〕
◇入所者は逆上する。あげくのはて、「混乱している」
「反抗的」「妄想的」などとレッテルが貼られる。
BK ／お年寄りの心のケアハンドブック／ D・レヴィラック・Hogrefe Publishing・
片山哲二／ 創元社／ 2002

◇どうやら超音波というキーワードをきくと某先生を
おもいだすらしく「超音波」というワードがでるた
びに「………ぐぅっ」と低くうなる。あげくのはて
「も、もしうちの部署で超音波あつかうことになった
ら………ううぅぅ」とうなりだす始末………
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

◇煮ている間に、いわしのつみれを作る。
PM ／オレンジページ 2001 年 1 月 17 日号（第 17 巻第 2 号）／オレンジページ／
2001

◇何でここで質問する間に、公式を見つけないのかと
・
・
・。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

間は 3 〔接続助詞/条件/用言連体形〕
◇劇の中で、ある一つの情緒なり何なりが持続してい
る間は、ある調性が支配し、局面の変転につれて、そ
の調子は別のものに変わってゆくべきだ
BK ／時の流れのなかで／吉田秀和／中央公論新社／ 2000

◇すなわち，円高が続いている間は，円建輸入物価は
下がるので物価安定効果がある。

あげくのはてに〔接続詞/添加・継起/〕
◇新倉さんは、大学の英文学の先生で、ぼくがお金欲
しさに翻訳すると、かならず検閲してくれる。あげ
くのはてに、採点までしてくれて、今回は八五点、こ
こが違っていますね、
BK ／詩人のノート／田村隆一／朝日新聞社／ 1986

あとで 1 〔接続詞/先後/〕
◇「そこで、一つ頼みがあるんだが」と、前借の件を
申し込んだという。保さんは、ずいぶん手の込んだ
演技だと思ったが、断るすべもなかったという。あ
とでその話を聞いて大笑いしたものである。
BK ／服部之総・人と学問／奈良本辰也／日本経済評論社／ 1988

WR ／経済白書昭和 54 年版／経済企画庁／大蔵省印刷局／ 1979

◇試験が課されている間は（課題をクリアできない限
り）魔法石が一切支給されない。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

◇それよりバケツ、バケツ、バケツリレーだ」と思わ
ず叫ぶがあたり一面白煙で視界が遮られた。あとで
「バケツリレー、古いねえ」とスタッフに笑われた。
PM ／週刊文春 2004 年 10 月 7 日号（第 46 巻第 39 号、通巻 2297 号）／猪瀬直
樹／文藝春秋／ 2004

あげくに 1 〔接続詞/添加・継起/〕
◇「三十分待て」と言う。だが誰もこない。
「一時間待
て」、一時間待っても誰もこない。あげくに、再び
「負責人」と怒鳴ると、ようやく向こうも本気で対応
にかかり始める。

◇ですからだんだんと距離を置いて離れましたね。そ
ういう無作法な人とはつきあいたくありませんから。
あとで、他の人から彼女が私の悪口を言っていた・
・
・
ということを聞いてやはりそうだったか・
・
・と思い
ましたね。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

BK ／中国革命とは何であったのか／中嶋嶺雄／筑摩書房／ 1990

◇多忙に拍車、努力は過小評価、部下は指示を聞かず、
あげくには怪文書？
PM ／週刊ＳＰＡ！2005 年 10 月 25 日号（第 54 巻第 45 号、通巻 2970 号）／江
川達也・週刊ＳＰＡ！編集部／扶桑社／ 2005

◇ …確かに大バカヤロウはいたし、それを止められ
なかったオレも大バカモノ。あげくにスポンサーの
撤退や減額。

あとで 2 〔接続助詞/先後/動詞た形〕
◇それから、ちょっといいよどんだあとで、 「まさ
かとは思うけど…もう二度と、だれにも、誠の二の
舞いなんて、させたくないんだよ」 押し殺した声
で、うめくようにいった。
BK ／サイレントビート 夜明けまでにつたえたいのは／泉啓子／ポプラ社／ 1997

YB ／ Yahoo!ブログ Yahoo!2008

◇最初にスケッチ系のフィルターで輪郭を描いたあと

2
で、水彩画系のフィルターで色付けするといった「塗
り絵」のような表現もできる
PM ／ＭＡＣＰＯＷＥＲ（月刊マックパワー）2004 年 9 月号（第 15 巻第 10 号、通
巻第 177 号）／小林憲一・早川厚志・ＭＡＣＰＯＷＥＲ（月刊マックパワー）編集部／
アスキー／ 2004

◇雨が降ったあとで、ひんやりしていた
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

あとに〔接続助詞/継起/動詞た形〕
◇あらかた食べ終わったあとに、ご飯を入れてチャーハ
ン風にしてくれるのも韓国ならではという気がする。
BK ／韓国 長期滞在者のための最新情報 55 ／松井聖一郎／三修社／ 1996

◇訪問販売などの強引な売り込みで、つい契約、買っ
たあとに後悔した経験ありませんか？
PM ／クロワッサン 2002 年 8 月 25 日号（No.595、第 26 巻第 19 号）／クロワッ
サン編集部／マガジンハウス／ 2002

◇貼り付けたあとに、右クリック→図の書式設定→レ
イアウト で、
「背面」か「前面」にするとマウスで
動かせるようになりますよ。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

あまりに 1 〔格助詞/根拠/体言＋「の」〕
◇恐怖のあまりに愛してしまうという感覚なのね。
BK ／親と子が育てられるとき／内田也哉子・志村季世恵／岩波書店／ 2002

◇競技開始の熱気のあまりに、スタート直後は水中で
のバトル（混乱）も予想される。
PN ／琉球新報 2002.4.21 ／琉球新報社／株式会社琉球新報社／ 2002

◇自分の弱さと娘を思う親心のあまりに乗じてしまっ
た」と話している。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

あまりに 2 〔接続助詞/因果/用言連体形〕
◇ていねいに話そうと思うあまりに、つい敬語を重ね
てしまうのです
BK ／人に好かれることばレッスン 気持ちがきちんと伝わる話し方／杉山美奈子／大和
書房／ 2004

◇もしステロイドを使ってみようと思われたなら、恐
れるあまりに、ちょっと使ってみたり、それでまだ湿
疹があるのにやめてみたりを繰り返すのだけは止め
てください。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

あ
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い

い

いいかえれば〔接続詞/言い換え/〕
◇同基準であれば、今後の一時期、全人口における高
齢者の比率は高まっていく。いいかえれば、高齢者
は、今後、少数派の立場から、多数派まではいかなく
ても、影響力を行使できる大きな存在へと移行する。
BK ／岩波講座現代社会学 第 13 巻／関沢英彦・井上俊ほか編／岩波書店／ 1997

◇高年齢者の場合には、このような要因が個々の高年
齢者の差が大きい。いいかえれば個々の高年齢者の
間で就業ニーズのばらつきが大きいといえる。
WR ／労働白書平成元年版／労働省／日本労働協会／ 1989

◇保険で白い歯を入れられるのは前歯だけです。言い
換えれば「前歯のみ保険がきく」のです。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

◇スレンダーな体—に長い四肢。あどけなさの中に、
ほのかな艶も感じさせる。いずれにしても、お堅い
将棋というイメージからはほど遠い。
PM ／ＢＲＵＴＵＳ 2005 年 6 月 1 日号（No.571、第 26 巻第 10 号）／マガジン
ハウス／ 2005

◇人気はすごく割れているのでおもしろそうですが、
それだけに非常に難解なレースになりそうです。い
ずれにしても出来るだけ日付が変わらないうちに明
日の予想をお届けしたいと思います。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

いずれにせよ 2 〔接続詞/条件/〕
◇男と女がカップルをつくれば、二人関係の中で男が
支配権を握るのは、むしろ自然であったであろう。い
ずれにせよ、いつのころからかヒトは男女のペアか
ら成る婚姻のルールをつくり上げた。
BK ／「家族」という名の孤独／斎藤学／講談社／ 2000

いざしらず〔接続助詞/対比/「なら（ば）」
・助詞「は」〕
◇というのは、行き止まりだからで、このあたりの地
理に不案内な人間ならいざしらず、土地の者は足を
踏み入れることはない。
BK ／ブラック・マジック／大岡玲／文藝春秋／ 2002

◇議会中ならいざしらず、人の嗜好にまで介入してく
るとは、どういうことか
PM ／サンデー毎日 2003 年 7 月 27 日号（第 82 巻第 32 号、通巻 4571 号）／サ
ンデー毎日編集部／毎日新聞社／ 2003

◇相手がよほど人を見る目のない人物というならいざ
しらず、あなたに対し、厳然と非を正してくれた人
なのでしょう？
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

◇焦点は、党、国家、軍の三権を掌握してきた江氏が
中央軍事委員会主席から外れて全面引退するかどう
かだが、いずれにせよ、新指導部内に一定の影響力
を残すのは間違いない。
PN ／琉球新報 2002.11.3 ／共同通信社／株式会社琉球新報社／ 2002

◇この見直しにつきましては、現在、地域の情勢認識、
戦略目標、日米両国の役割、米軍の軍事態勢の見直し
についての基本的考え方等の基本的論点について包
括的議論を行いつつ、双方の考え方についての理解
を深めるための意見交換を行っております。いずれ
にせよ、我が国が中東諸国や米国を含む国際社会と
緊密に連携して、イラク復興支援や中東和平問題な
どに積極的に取り組むとの方針に変更はありません。
MD ／国会会議録第 162 回国会／ 2005

以上は〔接続助詞/条件/用言連体形〕
◇家族がいっしょに、あるいはもっとおおきい集団が
いっしょにたべる。これは、人間が人間になった当
初から、社会生活をいとなんでいた以上は、ある意
味では当然のことかもしれません。
BK ／梅棹忠夫著作集第 9 巻／石毛直道／中央公論社／ 1991

◇よしんば、それが前藩主の失政による場合であって
も、藩主の地位を継承した以上は、その責任をも継
承せざるを得ないのである。
PN ／産経新聞 2002.1.22 ／笠谷和比古・木村汎／株式会社産業経済新聞社／ 2002

◇支払督促が発せられた以上は、家主は正式裁判で対
抗せざるを得ないのですから、間違いなく諦めると
思います。

一方だ〔文法アスペクト助動詞/変化/事態性名詞＋「
の」
・用言連体形〕
◇黒船騒ぎの混乱に乗じて治安は悪化する一方だ。
BK ／紅の袖／諸田玲子／新潮社／ 2004

◇賃金不払い残業は古くて、新しい問題だ。労組は長
年にわたって是正を求めてきたが、事態は悪化する
一方だ。
PN ／毎日新聞朝刊 2003.6.12 ／株式会社毎日新聞社／ 2003

◇累積赤字が嵩む一方であることから、会社の建て直
しは困難と判断された。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005
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いずれにしても 〔接続詞/条件/〕
◇その次の日はそれにキャッチボールを入れて体のバ
ランスを取り戻す作業を行なう。もちろん登板間隔
が何日になるかによって、その間の調整法は変わっ
てくるが、いずれにしても、ずっとその繰り返しだ。
BK ／哀愁のストレート もっと早い球を！／村田兆治／青春出版社／ 2001

一方で 1 〔接続詞/対比/〕
◇これは結局、日本の隣に中国という、核兵器を持っ
た巨大な国があるからです。一方で日本は、核兵器
を持たないことになっている。
BK ／元総理と都知事の語り合い／中曽根康弘・石原慎太郎／ PHP 研究所／ 2001

◇健全な青少年を育成する立場からは，この分野での
青少年の活動を支えていくことが重要であろう。一

4
方で，その行き過ぎをたしなめ，共に新しい分野の
発展に寄与することが大人に求められている。
WR ／青少年白書平成 8 年度版／総務庁青少年対策本部／大蔵省印刷局／ 1997

◇１１日、ＤＦシミッチを放出することでモナコと合
意に至ったことを明らかにしたミラン。一方で、チェ
ルシーＤＦイヴァノヴィッチ獲得はますます実現に
向かっているようだ。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

一方で 2 〔接続助詞/対比/用言連体形〕
◇生家を嫌って数百キロも離れた岡山の玉島に行った
良寛は、しがらみから解き放たれた解放感にひたる
一方で、異国の地での修行生活の淋しさを味わって
います。
BK ／「独楽」という生き方 新・自分主義のすすめ／武田鏡村／ぶんか社／ 2003

◇「仕事の内容・職種」を挙げる者の割合が上昇して
いる一方で、「会社の将来性がある」、「会社の規模、
知名度」を挙げる者の割合は低下している
WR ／労働白書平成 12 年版／労働省／日本労働研究機構／ 2000

◇しかし、台風本体が衰える一方で、台風の東側に広
がる秋雨前線の雨雲は、活発になっています。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

一方で 3 〔格助詞/対比/事態性名詞＋「の」〕
◇そして，サービス情報の公開の一方で，サービス利
用者のプライバシーや個人情報の保護と援助内容の
本人および利害関係者への開示も求められる。
BK ／新社会福祉援助の共通基盤 上／ 山口光治／ 中央法規出版 ／ 2004

◇合理化の一方で、プレキャスト部材が一つも無いの
は興味深かった。
PM ／日経アーキテクチュア 2003 年 5 月 26 日号（第 745 号）／日経アーキテク
チュア編集部吉本大史／日経 BP 社／ 2003

◇スピード出世の一方で、素行の悪さも指摘されてい
た。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

い

5
う
上で 1 〔格助詞/状況/事態性名詞＋「の」〕
◇何より仕事の上で、大きなマイナスになります。

◇混浴の上に、ほとんど闇だったので不心得者が後を
絶たず、妊娠など実害が多かったのをお上が取り締
まったと聞いている。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

BK ／ビジネス・シーンで困った時、悩んだ時に言いにくいことをズバリいう某植西聰
／小学館／ 1999

◇いまや「環境」は企業活動の上で欠かせないキーワ
ード。

う

PN ／産経新聞 2004.5.3 ／粂博之・宮野弘之・村上健治／株式会社産業経済新聞社／
2004

◇定形外発送は双方合意の上でのことと思いますので、
送料を折半という意味で、こちらの送料負担で返送
すれば十分かと思います。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

上で 2 〔接続助詞/条件/用言連体形〕
◇基本的な作業方法をマスターした上で、こうしたワ
ザを覚えていくと、山仕事が益々面白くなってきま
す。
BK ／遊ぶ！レジャー林業 都市から見える森林がある／羽鳥孝明／日本林業調査会／
2001

◇岩田の方法は塚本とは対照的で、作品理解の手がか
りとなるキーワードを示した上で、きわめて具体的
に対象の心情によりそってゆく。
PN ／毎日新聞 2002.11.17 ／葛原妙子・酒井佐忠・高野公彦・三井修・米川千嘉子
／株式会社毎日新聞社／ 2002

◇その仕事をやった上で、こういうふうに畑になりま
すよという上で畑作を勧めるならば、私は理解しな
いでもないのです。
MD ／国会会議録第 077 回国会／ 1976

うえは〔接続助詞/条件/用言連体形〕
◇本陣を包囲されたうえは、潔く死のうというのだ。
BK ／新選組 知れば知るほど面白い・人物歴史丸ごとガイド／横田淳／学習研究社／
2003

◇上人に稲田へお越しいただきしうえは、われらが浅
き学殖にてはとても読み下せぬ貴き書物に、ご納得
のゆかれるまでお目を通され、衆生のあらゆる無明
を破する最勝真妙の正業を証するための、助けとな
されていただきたしと存じおりまする
PN ／読売新聞 2001.2.24 ／津本陽・永峰好美／株式会社読売新聞社／ 2001

◇総額約二十四億を必要といたしますが、これに着手
した上はできるだけ促進を図ってまいりたい、こう
いうふうに考えております。
MD ／国会会議録第 104 回国会／ 1986

うちに 1 〔格助詞/時間/体言＋助詞「の」〕
◇シドニーの責任者が家族ともども週末のうちに行方
不明になっていた。
BK ／シドニー郊外暮らし／北畠博照・北畠みゆき／双葉社／ 1999

◇しかし兼実は、六十八歳で寵愛の女房に裏切られ、
失意のうちに死んだ父・忠通のことがしきりに思わ
れるのだった。
PM ／週刊朝日 2001 年 10 月 5 日号（第 106 巻第 45 号、通巻 4463 号）／宮尾
登美子・山下勝利／朝日新聞社／ 2001

1

上に 〔接続助詞/条件/動詞「ある」
「いる」以外の基
本形〕
◇このような場合は、神話的伝承体系の起源的な形態
と、それが変質してゆく過程を解明してゆく上に、
きわめて有利である。
BK ／神話と歴史のはざまをゆく／鈴木道子／中日出版社／ 2005

◇そういう意味から申しまして、都道府県の担当部長
の一人としての意見といたしましては、都道府県が
仕事をしていく上にその根拠になる法的根拠があっ
たら大変ありがたいなという感じでございまして、
MD ／国会会議録第 113 回国会／ 1988

◇てんやわんやのうちに中部国際空港に到着しました！
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

うちに 2 〔接続助詞/同時/用言連体形現在〕
◇庭の木に寄りかかってぼやくうちに、ティエンはい
つのまにか眠りにおちていた。
BK ／がんばれ！ティエンくん お寺で育ったベトナム難民物語／河内美舟／同朋舎出版
／ 1994

◇「体が動くうちにやってみたい」
PM ／日経アーキテクチュア 2005 年 7 月 11 日号（第 800 号）／日経アーキテク
チュア編集部／日経 BP 社／ 2005

◇数をこなすうちに自分の一番やりやすい方法が自然
にできてきます。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

上に 2 〔接続助詞/添加/用言連体形・事態性名詞＋「の
」〕
◇本堂は小さい上に雨漏りがひどいし、庫裡ときたら
杣小屋同然である。
BK ／腹鼓記／井上ひさし／新潮社／ 1985

うちは 1 〔格助詞/時間/体言＋助詞「の」〕
◇ダイヤモンドだって、原石のうちは何の役にも立ち
はしない。
BK ／わが息子よ、君はどう生きるか／ 竹内均／ 三笠書房／ 2005

◇平成６年度の公共事業関係費予算は、当初予算にお
いて公共事業費の確保・拡大が図られた上に、阪神・
淡路大震災により、災害復旧に関する補正予算等が
追加されたものの、補正後ベースで前年度１７．０
％減となった
WR ／建設白書平成 7 年版／建設省大蔵省印刷局／ 1995

◇軽症のうちは手首をなるべく使わず、湿布などを張っ
て様子を見ます。
PN ／北海道新聞 2003.6.4 ／佐藤栄修・山本泰人／株式会社北海道新聞社／ 2003

◇受験生のうちは、点数取るのも必要ですから。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

6
うちは 2 〔接続助詞/条件/用言連体形〕
◇つかのまのあいだでも、息のつづくうちは、極楽往生
の大利益を得られた仏恩を、報謝せねばならぬと存
じますので、このように念仏称名をしておりまする
BK ／弥陀の橋は 親鸞聖人伝 下巻／津本陽／読売新聞社／ 2002

◇

「まだまだ働けるうちは働き、生涯現役を貫きた
い」
PM ／ＹｏｍｉｕｒｉＷｅｅｋｌｙ 2002 年 9 月 22 日号（第 61 巻第 40 号、通巻
2832 号）／加藤仁読売新聞東京本社／ 2002

◇カードがあるうちはシールを貰えます。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

う
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お
おかげさまで〔接続詞/因果/〕
◇なかでも、当自治会の中心施設「ほのぼの会館」の
建設には多大なご尽力を賜りました。おかげさまで、
今年の夏には竣工の予定でございます。

にイナダ釣りは初めて。
PN ／毎日新聞 2002.10.16 ／大澤真幸・太田勉・川鍋亮／株式会社毎日新聞社／ 2002

◇たいていの猫のヒゲはカーブしてるのに、ジュンの
はまっすぐ。おまけに太さもあって、触るとやっぱ
り固めです。
YB ／ Yahoo!ブログ Yahoo!2008

BK ／葬儀法要のあいさつ・手紙・マナー／大成祭典株式会社—監修／池田書店／ 2002

◇オレにとっては、すごくプラス効果になってます。お
かげさまで。がんばらなあかんなって
PM ／Ｆｏｏｔｉｖａｌ 2003 年 10 月号 vol.5（第 13 巻第 27 号、通巻第 448 号）
／楢—正剛・高橋史門／ソニー・マガジンズ／ 2003

お

◇御指摘のとおりだと思っております。私ども、本当
に、開かれた自衛隊ということで、国民の皆様方の
御理解を得るべく、隊員みんな努力をしてまいりま
した。おかげさまで、いろいろな公共の機関がござ
いますが、自衛隊に対する国民の信頼というものは、
かなり高い数字をいただいておると思っております。
MD ／国会会議録第 156 回国会／ 2003

折から 1 〔接続詞/同時/〕
◇急斜面の谷間を下りる。折から、また激しい雨が降
り出した。
BK ／鉄道廃線ウオーク 下 (西日本編) ／舟越健之輔／新人物往来社／ 2001

◇今後さらにこれを定着させるためには、地域の側か
らの自主的・主体的な努力が必要である。折から、近
年、多様で意欲ある地域づくりの試みが現れている
が、これを有効に活力ある地域社会の形成へと誘導
するためには、その基盤をなす住宅・社会資本整備
が不可欠である。
WR ／建設白書／建設省／大蔵省印刷局／ 1986

1

おかげで 〔接続詞/因果/〕
◇とても熱心にトレーニングに励みました。おかげで
僕のボクシングの腕は中学生にしてはかなりのもの
になりました。
BK ／レキシントンの幽霊／村上春樹／文芸春秋／ 1996

◇熱帯特有の通り雨があったのだ。おかげで、—をな
ぶる風が僅かに心地良い。
PM ／小説すばる 2002 年 9 月号（第 16 巻第 9 号）／小説すばる編集部・東郷隆／
集英社／ 2002

◇このところプロ野球、とりわけセリーグが首位争い
で盛り上がっています。おかげで、ＴＶ中継を見る
機会も増えました。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

◇先月の下旬、盛岡市内の「○号線」を走行中のこと
でシタ…
おりから、夕方のラッシュ…
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

折から 2 〔格助詞/時間/体言＋「の」〕
◇先程も言うたように、物価騰貴のおりから、たった
二百五十万円の保証金では、間尺に合いまへんのや
BK ／法廷の魔術師 ／和久峻三 ／角川書店 ／ 1986

◇非常に財政難の折から、国民の皆さん方からお預か
りしたものについてはその運用を十分に行って、そ
してでき得る限り皆さん方に還元を申し上げるべき
ではないか。
MD ／国会会議録／第 103 回国会／ 1985

2

おかげで 〔接続助詞/因果/用言連体形〕
◇めがねをかけているおかげで、からすのおばさんは、
とりのくせに、夜でも目が見えるらしいのです。
BK ／こぶたのかくれんぼ ／小沢正／ポプラ社／ 2005

◇しかし逆にカラー放送になったおかげで、色どりを
意識してカラフルなメニューを紹介できるようにも
なりました。
PN ／中日新聞 2002.5.10 ／赤堀千恵美／株式会社中日新聞社／ 2002

◇夜、目がさえているおかげで夜勤中は眠くありませ
ん。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

おまけに〔接続詞/添加/〕
◇よく みると、ゆかの 上には ちりひとつ、おち
ていません。 おまけに まどガラスは ぴかぴか、
つくえの 上も ぴかぴか。

折から 3 〔接続助詞/同時/用言連体形〕
◇これよりさき、縁連が毛野の太刀風の激しさに、い
よいよ危うく見えたおりから、狭い田中の畔道から
鰐崎悪四郎猛虎が、まっしぐらに駆けつけて来た。
BK ／南総里見八犬伝 下／白井喬二／河出書房新社／ 2004

◇多くの国では，既にコカイン依存者の増加に悩んで
おり，国際的にも大きな問題になっている折から，我
が国でも今後のコカイン事犯のすう勢には厳重な警
戒が必要である。
WR ／犯罪白書／法務省法務総合研究所／大蔵省印刷局／ 1991

◇何分にも未熟者でございますが、時局重大な折から
一生懸命やる覚悟でございますので、委員長初め委
員の皆様方にひとつ格段の御支援、御鞭撻のほどを
お願い申し上げます。
MD ／国会会議録第 087 回国会／ 1978

BK ／おかあさんになったつもり／ 森山京／フレーベル館／ 2002

◇雨の中の釣りは、気分が落ち込んでしまう。おまけ

折に 1 〔格助詞/時間/体言＋「の」〕
◇ ピストルの名手で、所属していた暴力団の内部抗
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争のおりに、相手側の二人に重傷を負わせている。
BK ／警視総監・鳳美雪 ／志茂田景樹 ／光文社／ 1991

◇エディットの名前は、最後の冬の旅のおりに、美術
家の友人の一人から教えられた。
PM ／群像／ 2001 年 7 月号／佐伯一麦・高井有一／講談社／ 2001

◇パリ万博（１９００）の折に建てられたグランパレ
が修復のため１０年くらいしまっておりましたが今
日から開けられます。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

折に 2 〔接続助詞/同時 /用言連体形〕
◇家康が駿府に人質となって滞在していた折に、義元
の勧めで、当時まだ松平元信と称していた家康に嫁
した。
BK ／安土幻想／湯川裕光／廣済堂出版／ 2002

◇ドイツに渡った折に偶然これらの書籍を見つけまし
た。
PM ／. コーチング・クリニック 2001 年 2 月号（第 15 巻第 2 号、通算 139 号）／
今井純子／ベースボール・マガジン社／ 2001

◇最近、映画のＤＶＤを購入した折に一緒に買った本
です。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

お
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か
かい〔伝達モダリティ文末辞/疑問/節〕
◇「お前、もうちょっと条件を緩める気にはならない
かい。
BK ／本当は恐ろしいグリム童話 2 ／桐生操／ベストセラーズ／ 1999

◇釣れたかい。

ああ、鮒が七、八匹。

PN ／神戸新聞 2005.1.25 ／株式会社神戸新聞社／ 2005

◇ペットボトルは再生するよりも、新しい原料から作っ
たほうがエネルギー的にもコスト的にも圧倒的に安
い。かくして、大量生産が加速する一方で、再生品
がダブつくという悪循環が起こる。
PM ／プレジデント 2002 年 12 月 30 日号（第 40 巻第 24 号）／加藤三郎／プレジ
デント社／ 2002

◇厳しい他律の下では己の居場所は見つけられない。
かくして〓〓は孤独感に苛まれる。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

◇最後まで終わるんかい。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

がいい〔義務モダリティ助動詞/必要/動詞連体形・助
動詞「た」〕
◇あんな親爺の弟子になるのなんてよしたがいい。

かくなる上は 1 〔接続詞/条件/〕
◇そのことを北朝鮮はきちんと認識しているのかどう
か。かくなる上は、経済制裁発動もやむを得ないの
ではないでしょうか。
MD ／国会会議録第 162 回国会／ 2005

BK ／北斎の娘／塩川治子／邑書林／ 2001

か

◇もっと落ちる所まで落ちるがいいね」
PM ／新潮４５ 2001 年 5 月号（第 20 巻 5 号、通巻 229 号）／早瀬利之／新潮社
／ 2001

◇やめたがいいですよ。。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

かくなる上は 2 〔接続詞/条件/〕
◇しかし、拉致問題の解決なくして正常化はあり得な
いのであります。そのことを北朝鮮はきちんと認識
しているのかどうか。かくなる上は、経済制裁発動
もやむを得ないのではないでしょうか。、
MD ／国会会議録第 162 回国会／ 2005

かいな〔伝達モダリティ文末辞/確認・疑問・反語/節〕
◇そんなことあるかいな。
BK ／利休遺偈／井ノ部康之／小学館／ 2005

◇さてさてのむけん様の目に止まったクルマはどんな
のかいな？
PM ／ドリフト天国 2001 年 7 月号（第 3 巻 7 号、通巻 26 号）／ドリフト天国編集
部・野村謙／ディーズ・クラブ／ 2001

◇ひとつドラエモンの「ＧＵ握手」による、「ひ・み・
つの手法」を、教えてあげようかいな。。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

かしら〔伝達モダリティ文末辞/疑問/節〕
◇身体障害と言語障害があると、バカに見えるのかし
ら。
BK ／ 1 リットルの涙／木藤亜也／幻冬舎／ 2005

◇日継なら、この情報に幾ら出すかしら。
PM ／週刊文春 2001 年 5 月 10 日号（第 43 巻第 17 号、通巻 2126 号）／服部真
誠文藝春秋／ 2001

◇食べ方のバリエーションとしては興味あります、やっ
てみようかしら。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

かぎりは〔接続助詞/条件/用言連体形〕
◇一歳以上、すなわち戸籍に登載されているかぎりは
受田者として扱われる。
BK ／土地所有史／小口雅史／山川出版社／ 2002

かしらん〔伝達モダリティ文末辞/疑問/節〕
◇こんな私でもミステリー作家になれるかしらん。
BK ／風雪殺人警報／辻真先／光文社／ 1998

◇だがふつうに出入りしているかぎりは、警備員のほ
うから声をかけてくることはまずない。

◇水もあまり使わない。エコかしらん。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

PM ／週刊新潮 2005 年 2 月 24 日号（第 50 巻第 8 号、通巻 2486 号）／東野圭吾
／新潮社／ 2005

◇３日以内に連絡が取れなければ、本契約はキャンセ
ルとする。のような取り決めを交わしていないかぎ
りは期間によって自動的に契約が解除になるような
ことはありえません。

がために〔接続助詞/因果/動詞連体形・助動詞「た」〕
◇運用を間違えてしまったがためにうまくいかなかっ
ただけなのだ。
BK ／やる気を引き出す成果主義ムダに厳しい成果主義／野田稔／青春出版社／ 2004

YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

かくして〔接続詞/継起/〕
◇彼らはいっせいに日活本社に殺到し、記録をあさっ
て昭和五十七年度の女優コンテストで二位になった
夏樹麗子をつきとめた。かくして、この途方もない
大きさの活字になっているということらしい。
BK ／三浦和義事件／島田荘司／角川書店／ 2002

◇デバイスドライバがカーネルモードで動作している
がために，些細なコーディングミスによってブルー
スクリーンが発生してしまう。
PM ／月刊アスキー 2004 年 9 月号（第 28 巻第 9 号、通巻 327 号）／月刊アスキー
編集部／アスキー／ 2004

◇なぜなら、連中はハイストリートに住んでいるがた
めに、いい情報をつかむのに時間がかかるんだ。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008
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がちだ〔義務モダリティ助動詞/傾向/動詞連用形〕
◇中国の経済成長があまりに急激なので、マクロ経済
的に見ても中国の影響は非常に大きいと考えられが
ちだ。
BK ／ゼミナール国際経済入門／ 伊藤元重／日本経済新聞社／ 2005

◇人間、どんな理想を掲げようが勝手だが、あまり現
実離れした理想というものは、とかく人生の混乱を
招きがちだ。
PM ／週刊文春 2002 年 3 月 21 日号（第 44 巻第 11 号、通巻 2169 号）／エミ・
カワグチ・マーン・内田康夫／文藝春秋／ 2002

◇選挙対策に直結するからで、給油支援は後回しにな
りがちだ。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

かと〔証拠モダリティ文末辞/推定/節〕
◇いい加減、それを認めてもいいころではないかと。

一つもない。

一人前の原価は百円するかどうか。

BK ／のほほん行進曲／東海林さだお／文藝春秋／ 1997

◇選挙調査への利用の可能性は 世論調査とか選挙予
測で、インターネット調査が使えるかどうか。
PM ／朝日総研リポートＡＩＲ２１ 2005 年 4 月号（通巻第 179 号）／朝日総研リ
ポートＡＩＲ２１編集部・平石郁生／朝日新聞社総合研究本部／ 2005

◇それにしても本当にこのゲームすごい。並みの戦争
映画ではエンターテイメントとしてかなわないでし
ょう。映画化したら３部作でも収まるかどうか。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

かと思うと 1 〔接続詞/継起/〕
◇庭の奥のブロック塀の上を、白っぽい猫が小走りに
やってきた。かと思うと、何に驚いたのか急に立ち
すくみ、身を翻して向こう側へ降りてしまった。
BK ／天使の梯子／村山由佳／集英社／ 2004

か

BK ／銀座八丁目探偵社／北尾トロ メディアファクトリー／ 2000

◇イラストについては，これがこのサンプルなんです
けど。ツール類っぽいやつをお願いしようかと。
PM ／月刊アスキー 2002 年 7 月号（第 26 巻第 7 号、通巻 301 号）／月刊アスキー
編集部・山崎マキコ／アスキー 2002

◇鳥羽へ行くならやはり近鉄が一番便利かと。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

2

かと思うと 〔接続詞/並列/〕
◇何か遠い山並を遥かに見透しているような、かと思
うと山仞の谷を見下ろして一気に駆け下りて行くよ
うな、のびやかな豊かさと、戦慄すべき緊張感とが、
交互に響き合って、胸の底まで沁みとおってくる美
しいものが感じられる。
BK ／果てもない道中記 上／安岡章太郎／講談社／ 2002

かといって〔接続詞/対比/〕
◇何度も頭を下げ、声を潜めて頼んでも利子はかさむ
一方である。かといってお店が好転する見通しも、そ
の兆しもない。
BK ／貧困と闘う人びと／寺久保光良／あけび書房／ 2004

かと思うと 3 〔接続助詞/継起/用言連体形〕
◇とび立ったかと思うと、あっという間に、どこまで
も高い空に移動している。
BK ／星をまく人／竹田弘／ハート出版／ 2002

◇どの皿も、無駄な贅肉がそぎ落とされたように、い
たってシンプル。かといって、ストイックな線の細
さはなく、心にやさしく滲み入ってくる…。
PM ／婦人画報 2001 年 7 月号（通巻 1176 号）／婦人画報編集部／アシェット婦人
画報社／ 2001

◇近頃寝るときはエアコンがいらなくなりました。か
といって、秋になるわけではありません。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

◇何だかイライラしたかと思うと、急に不安になって
しまったり。
PM ／ベビーエイジ 2002 年 11 月号（第 33 巻第 11 号）／志村季世恵・婦人生活社
／婦人生活社／ 2002

◇それまでの良い天気がガラリと一変し、強い雨が降
ったかと思うと、すぐに止んでしまう ことがあり
ます。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

かどうか 1 〔準体助詞/体言化/体言・節〕
◇患者同士が知り合いかどうか、ここではわからない
んですか？」
BK ／審判／ D・W・バッフウ二宮磬／文藝春秋／ 2002

◇不安でない時代なんてこの世にあるのかどうか等一
度も考えたことが無いらしく、
PM ／新潮４５ 2001 年 2 月号（第 20 巻 2 号、通巻 226 号）／大伴焼餠・中殿政男
／新潮社／ 2001

◇要は弾いてて楽曲を支えられるかどうか、そして弾
いてて楽しいかどうかでしょう。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

かどうか 2 〔伝達モダリティ文末辞/疑問/節〕
◇そう言ってはなんですが、これ、値段の高いものは

かな 1 〔認識モダリティ文末辞/感慨/体言・用言終止形〕
◇人間て勝手な動物だ。いやオレだけかな。
BK ／三文役者のニッポンひとり旅／殿山泰司／筑摩書房／ 2000

◇ケータイオリジナルの超大作が続々リリースっての
が当たり前になる日も、そう遠くないんじゃないか
な。
PM ／週刊プレイボーイ 2004 年 9 月 28 日号（第 39 巻第 36 号、No.39）／週刊
プレイボーイ編集部・モリタタダシ／集英社／ 2004

◇顔は結構好き嫌いが分かれるかな。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

がな 2 〔伝達モダリティ文末辞/確認/用言終止形〕
◇そんなこと言ったら、異常だって思われちゃう」
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「そうでもないと思うがな。
BK ／愛宴の人妻／北沢拓也／桃園書房／ 2002

◇今日は長嶋（茂雄名誉監督）ハンが視察に来とるさ
かい、ファンがメチャメチャ集まっとるがな。
PM ／ＦＲＩＤＡＹ 2002 年 3 月 15 日号（第 19 巻第 10 号、通巻第 953 号）／佐
藤俊・ＦＲＩＤＡＹ編集部／講談社／ 2002

◇日本人の中で１位になっていても世界では通用しま
せんがな。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

かなあ〔認識モダリティ文末辞/感慨/体言・用言終止
形〕
◇そんなことが４年間も続いたかなあ。
BK ／明るい節約生活入門／丸山晴美・横田濱夫／角川書店／ 2005

◇バレエをしていたので、体が柔らかいからかなあ。

か

PM ／週刊朝日 2002 年 8 月 15-22 日合併号（第 108 巻第 38 号、通巻 4577 号）
／週刊朝日編集部・林真理子・米倉涼子／朝日新聞社／ 2003

◇明日は連れてってくれるかなあ。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

かね〔伝達モダリティ文末辞/確認/節〕
◇それにあんたも怪我してたんじゃないのかね。
BK ／理由／宮部みゆき／新潮社／ 2004

◇「呼び止めたのはあんたかね。
PM ／婦人之友 2003 年 6 月号（第 97 巻第 6 号）／竹西寛子・なだいなだ／婦人之
友社／ 2003

◇関 智一さんは劇団員なので普通に参加してたんで
はないですかね。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

◇ハイビスカスのジュースは、ハーフタイムの気分直
しにいいかも。
BK ／ビバ！ワールドカップ ／木村嘉代子／講談社／ 2002

◇もしかして、あたし、駿のこと好きなのかも。
PM ／ちゃぐりん 2002 年 8 月号（第 39 巻第 8 号）／糸川京子・ちゃぐりん編集部
／家の光協会／ 2002

◇歯や歯茎に原因がありそうですね。まずは歯科を受
診した方がいいかも。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

かもしれない〔認識モダリティ助動詞/可能性/節〕
◇数日というのは三日かもしれないし、七日かもしれ
ない、ひょっとして一か月かもしれない。
BK ／第二の人生・南国で楽しく暮らそう／しみずみちを／日東書運 2005

◇今回の展覧会は、日本のグラフィティにとって転機
になるかもしれない。
PN ／朝日新聞 2005.11.17 ／片山杜秀・鈴木京一／株式会社朝日新聞社／ 2005

◇もしかしたら九州のキティは初めて手にしたかもし
れない。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

かもわからない〔認識モダリティ助動詞/可能性/節〕
◇あるいは、家康に対する宣戦布告の意味だったかも
わからない。
BK ／前田利常 上／戸部新十郎／光文社／ 2005

◇チームとしてもまだ走り始めたばかりだし、実際の
レースウイークに何が起こるかもわからない。
PM ／週刊プレイボーイ 2002 年 1 月 15・22 日号（第 37 巻第 2 号、No.3・4）
／週刊プレイボーイ編集部・松井誠／集英社／ 2002

かねない〔認識モダリティ助動詞/可能性/動詞・助動
詞連用形〕
◇うかつなことをひと言でも言おうものなら、殺され
かねない。

◇今後このことを進めるということについては、ある
いは知事さんの方から何らかの話が上がってくるか
もわからない。
MD ／国会会議録／第 080 回国会／ 1977

BK ／シチリアからの誘惑者／水間朋／ハーレクイン／ 2002

◇少なくとも半年間は、実質的には国際基準を下回っ
たまま海外で営業を続けていたことになる。そうな
れば欧米当局からも批判を浴びかねない。
PM ／週刊東洋経済 2004 年 7 月 3 日号（第 5901 号）／週刊東洋経済編集部・西村
豪太・山川清弘／東洋経済新報社／ 2004

◇・
・
・
・いつまでもあると思うな買い注文、というと誤
解を招きかねないが、その間に価格が上昇すると見
合わせる投資家も出よう。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

が早いか〔接続助詞/継起/動詞基本形〕
◇私の言うのが正しいのを証明する為に、しばらくす
ると、もう一度あんな大きな音がすると予言して置
きます』果して、私がそう言うが早いか、全く同じ
爆音が本箱の中で起った。
BK ／小林秀雄全作品 別巻 2 ／小林秀雄／新潮社／ 2005

かも〔認識モダリティ文末辞/推定/節〕

がゆえに〔接続助詞/因果/用言連体形〕
◇われわれは、その暗所があいまいで、視覚的にのぞ
きこむことができないがゆえに、かえって安心して
生きていくことができる。
BK ／霊と肉／山折哲雄／講談社／ 1998

◇市場は、多数の匿名者により構成されるがゆえに、
厳格なチェックシステムであるといわれる。
PM ／文藝春秋平成 13 年 11 月号（第 79 巻第 13 号）／加藤秀樹／文藝春秋／ 2001

◇カラスはどこにでも珍しくもないが、大きい鳥であ
るがゆえにその飛んでいる姿はダイナミックである。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

がよい〔義務モダリティ助動詞/必要/動詞（＋助動詞）
連体形〕
◇その貯金がある程度の額に達したら、他の有利な事
業に投資するがよい。
BK ／私の財産告白／本多静六／実業之日本社／ 2005
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◇基成どのなら、もはや土地の人にもひけをとらぬほ
ど奥州には詳しかろう故、まずこちらへと訪ねてゆ
かれるがよい。
PM ／週刊朝日 2001 年 10 月 19 日号（第 106 巻第 48 号、通巻 4466 号）／宮尾
登美子／朝日新聞社／ 2001

◇苦しみに出会ったら、まず感謝するがよい。

はり限度がございますので、右肩上がりの、税収も多
く、成長期にあったあの当時に計画したことを見直
さなければいけないというのは、私は皆さんわかっ
ていらっしゃることだろうと思います。
MD ／国会会議録第 153 回国会／ 2001

YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

からして〔格助詞/根拠/体言〕
◇医学と医療はその成り立ちからして反自然的行為で
あり、従って反倫理的行為になってしまう。
BK ／エンブリオ 上／帚木蓬生／集英社／ 2005

からといって〔接続助詞/因果/用言基本形〕
◇目上の人に書くからといって、あまり形式にこだわ
りすぎて紋切り型の表現ばかりでは、手紙を受け取っ
たほうとしても、ほんとうに喜ばれたのかどうかわ
かりにくいものです。
BK ／真心を伝えるお礼の手紙・はがき文例集／関口あゆみ／ナツメ社／ 2002

◇我が国の経済力からして応分の責務を果たさねばな
らないということに尽きる。
WR ／経済白書／内閣府政策統括官（経済財政分析担当）付参事官（総括担当）付／大
蔵省印刷局／ 1991

◇「地底の森」っていう名前からしてイメージがおど
ろおどろしい。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

◇プロが小ゲイマに打つからといって、マネすること
はありません。
PM ／囲碁 2002 年 5 月号（第 52 巻第 5 号）／囲碁編集部・上村邦夫／誠文堂新光
社／ 2002

◇本人に請求がいくからといって使っていると、あな
たが罪に問われる危険性は大です。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

からすると 1 〔格助詞/根拠/体言〕
◇その裾をはしょった、頑丈そうな姿からすると、振
り売りでもしているのかもしれない。
BK ／しゃばけ／畠中恵／新潮社／ 2004

◇日頃の態度や物言いからすると、彼は見ないものを
見たとは言わないだろう。
PM ／群像 2002 年 1 月号／竹西寛子／講談社／ 2002

◇こういったものもできるだけ地方分散をして備蓄体
制を強化するということも、その視点からすると非
常に大事なことではないかなというふうに思ってお
ります。
MD ／国会会議録第 151 回国会／ 2001

からすると 2 〔格助詞/主体/体言〕
◇選手からすると、練習中の指導者は厳しく見え、絶
えず緊張した状態にあります。
BK ／掟破りのコーチング術／高畑好秀／山海堂／ 2004

◇内部にいた私からすると、サムスン脅威論は、はっ
きり言って過大評価です。
PM ／ＡＥＲＡ 2004 年 3 月 29 日号（第 17 巻第 14 号、通巻 856 号）／ＡＥＲＡ
編集部・吉川良三／朝日新聞社／ 2004

◇私側からすると、ほったらかし状態だったんです。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

からとて〔接続助詞/因果/用言基本形〕
◇他の女に対する僕の愛は、それよりももっと深そう
に見える君に対する愛が生じたからとて、なくなっ
たわけでもなくまた格別減ったわけでもない。
BK ／プロメテウス／杉山秀子:／新樹社／ 2003

◇江戸ですら通用しなかった者が、江戸より景気の悪
い上方へいったからとて、通用するわけがない
PM ／日経ベンチャー 2002 年 6 月号（第 213 号）／加来耕三／日経 BP 社／ 2002

◇コタツの電源を切り忘れたからとて火事になる事は
無いです
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

からには〔接続助詞/条件/動詞・助動詞基本形〕
◇こういう事態になってしまったからには、ぐずぐず
しているわけにはいきません。
BK ／ナナのたまご／わたべ和美／文芸社／ 2003

◇（アテネ五輪を）走るからには、世界選手権で取り
たかったメダルを、今度は取りたいです。
PM ／陸上競技マガジン 2004 年 5 月号（第 54 巻第 6 号、通算第 719 号）坂本直
子／寺田辰朗ベースボール・マガジン社 2004

◇「郷に入れば郷に従え」というのは その国に行っ
たからには その国のやり方で暮らせということで
正しいと思います。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

からすれば〔格助詞/立場/体言〕
◇息子という立場からすれば、見たくないポーズでは
なかっただろうか。
BK ／ループ／鈴木光司／角川書店／ 1998

◇言っているほうからすれば謙遜のつもりでも、言われ
たほうにすれば、それなりに気を使わざるをえない、
PM ／ＰＨＰスペシャル 2003 年 8 月号（通巻 61 号）／ＰＨＰスペシャル編集部・和
田憲明／ PHP 研究所／ 2003

◇今の二十一世紀の現在の経済の現状からすれば、や

か
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逆に〔接続詞/対比/〕
◇失業率が高くなるにつれて産出量が小さくなるので，
潜在的産出量と産出量との差が大きくなる。逆に失
業率が低くなるにつれて潜在的産出量と産出量との
差は小さくなる。
BK ／現代マクロ経済学／木村正信／慶應義塾大学出版会／ 2003

◇全国大会で一年生ながらアンカーを務め、トラック
勝負を１秒差制した土橋啓太は短いところで、逆に
中村和哉は長い距離で持ち味を発揮する。
PN ／新潟日報 2001.3.21 ／株式会社新潟日報社／ 2001

◇車、ハイブリッドカーとかコンパクトカー、スポー
ツカーなどが、この団塊の世代、大好きであります。
モータリゼーションの第一期生ですね。逆に、今若
い層は車に余り興味を持っていません。
MD ／国会会議録第 163 回国会／ 2005

き
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くせして〔接続助詞/対比/体言＋「の」
・用言連体形〕
◇ぼくが家をでたかったときに、さんざんでていくなっ
てとめたくせして、でられなくなってしまったぼく
に、今度はでていけっていうんですから…。
BK ／親がかわれば、子どももかわる／長田百合子／講談社／ 2001

◇男のくせして、すごく可愛いんです。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

くせに〔接続助詞/対比/体言＋「の」
・用言連体形〕
◇駆け引きはうまいくせに、政治的なことには疎いの
が村瀬の弱点である。
BK ／ムラセ係長、雨水で世直し！／秋山眞芸実／岩波書店／ 2005

◇何も知らないくせに、いいかげんなことは言わない
で
PN ／朝日新聞 2001.8.21 ／浅田次郎・由利英明／株式会社朝日新聞社／ 2001

◇私と喋ったことすらないくせに、私のことを好きだ
と言う。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

く
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結局のところ〔接続詞/言い換え/〕
◇このタイプの占いの解釈は、結局のところ、無意識
のひらめきに依拠している。
BK ／占いの宇宙誌／藤巻一保／原書房／ 2001

◇世界はともかくシングルスタンダードへの道を歩み
はじめている。結局のところ、可能な選択肢はただ
ふたつ―全世界的な大量破壊兵器の保有を許すか、
禁止するか。
PM ／論座 2003 年 8 月号（通巻 99 号）／ジョナサン・シェル・朝日新聞社・山田和
子／朝日新聞社／ 2003

◇なんとなく初恋の女性と雰囲気が似ていたのである。
結局のところ、健は、女性に弱いのである。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

けども 1 〔接続詞/対比/〕
◇おれたちはずっと樽から目を離さなかった。けども
夜明けが近づくと樽は行ってしまった。
BK ／マーク・トウェインコレクション 2A ／吉田映子／彩流社／ 1994

けども 2 〔接続助詞/対比/用言終止形〕
◇ヨーロッパが全部平らなわけではないけども、とに
かく全部ゆるやかな傾斜でしょう。

け

BK ／西欧精神の探究 上／木村尚三郎・堀米庸三／日本放送出版協会／ 2001

◇ネルシーニョ監督は幅を持たせる意味で、３バック
から４バックの移行をやったけども、それに関して
は、両方使えたらそれはそれでチームにとってはプ
ラスになるから、オレは臨機応変に対応できればっ
て思ってます
PM ／Ｆｏｏｔｉｖａｌ 2003 年 10 月号 vol.5（第 13 巻第 27 号、通巻第 448 号）
／楢—正剛・高橋史門／ソニー・マガジンズ／ 2003

◇本とか読んで参考にし慎重に面接に挑んだんだけど
も、受かった試しがない。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

けれども 1 〔接続詞/対比/〕
◇今日は、朝のうちは、晴れていましたが新聞などで
は台風が来るかもしれないといわれていました。け
れども、お姉さんは、学校の作業で朝早くから出か
けられました。
BK ／昭和二十一年八月の絵日記／山中和子／トランスビュー／ 2001

◇実質所得減→実質消費停滞の状況が長期化すれば，
それは企業の売上げ，利益にもひびいてくる。けれ
ども逆に所得上昇率を高めれば，賃金コスト→ホー
ムメード・インフレのメカニズムが働く。
WR ／経済白書／内閣府政策統括官（経済財政分析担当）付参事官（総括担当）付／大
蔵省印刷局／ 1980

◇それは一見、遺伝のように見える。けれども恐らく
そうではない。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

けれども 2 〔接続助詞/対比/用言基本形〕

◇野生生物に悪影響を及ぼしてはいるけれども、ヒト
に対して同じような悪影響を及ぼすか、どうかにつ
いては、まだ明らかにはなっていません。
BK ／あぶないアルミニウム／高橋滋也／三一書房／ 2000

◇黒澤さんは『天皇』だなんて言われているけれども、
自由で、よく人の意見を聞いてくださる方でしたよ。
PM ／ＡＥＲＡ 2004 年 3 月 1 日号（第 17 巻第 9 号、通巻 851 号）／千葉望／朝
日新聞社／ 2004

◇機能を維持すると言うけれども、その担保は極めて
弱いというふうに私は思うんです。
MD ／国会会議録第 162 回国会／ 2005

16
こ
こういうわけで〔接続詞/因果/〕
◇一方ハワイにおけるサトウキビの栽培のためには、
東洋からの労働者が必要であった。こういうわけで、
一八九〇年代に入って、アメリカとの合併が問題に
なり始めた頃から、砂糖業者たちは東洋からの駆け
込み的な移民の受け入れに熱中するようになった。
BK ／消えた古代王朝の真実／竹内均／同文書運 1993

◇国民の六〇・五％、約六割が、身近にあって気軽に
利用できる郵便局などで国債を買えるようにしてほ
しいという要望の数字が挙がっております。こうい
うわけで私ども、自助努力を支援するとか、あるい
は資産選択の機会を提供するということで、身近で
親しまれている郵便局の窓口で国債販売を行いたい
ということでございます。
MD ／国会会議録第 103 回国会／ 1985

ここにきて〔接続詞/同時/〕
◇まもなく私たちは、新しい時代の夜明けを迎えます。
ここにきて、金融破綻や政界、医学界、教育現場な
どにおいて様々な問題が吹き出しているのも
BK ／国際テロを操る闇の権力者たち／中丸薫／文芸社／ 2003

◇同時に発表した３月の受注額（確報値）は、８２８億
３８００万円と前年同月比１．４％の微増。ここに
きて受注額の伸びの急激な減速が鮮明になってきた。
PM ／産経新聞 2001.5.10 ／産業経済新聞社・時事通信社・土井達士／株式会社産業
経済新聞社／ 2001

◇同社はセクター間でも相対的に高い成長性を示す公
算が高く、ここにきて見直し買いが流入。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

ここへきて〔接続詞/継起/〕
◇年々一定の人数を新規採用して、しばらく各人の様
子をみるということを、日本の企業もずっとしてき
た。ここへきて、その余裕がなくなったという。
BK ／宮部みゆきが読まれる理由／中島誠・宮部みゆき／現代書館／ 2002

こうして〔接続詞/継起/〕
◇そして、労働者の代わりに、生活保護者の比率が増
え続けた。こうして寿ドヤ街は、日雇い労働者の街
から生活保護者の街へと、第２の変容を遂げたので
ある。
BK ／家族の崩壊／矢島正見／ミネルヴァ書房／ 1999

◇これが正しいと，相手のプロバイダはパソコンにＩ
Ｐアドレスなどを割り当てる。こうして，プロバイ
ダとの間に仮想回線が作られ，インターネットにア
クセスができるようになる。

◇二〇〇一年に「当面は存置」と決まった著作物の再
販制だが、ここへきてちょっと雲行きが怪しくなって
きた。
PN ／神戸新聞 2005.2.27 ／株式会社神戸新聞社／ 2005

◇アトレティコ・マドリーへの移籍が濃厚と言われ、セ
ビージャも関心を示したようだが、ここへきてウイ
ファルシ本人がイタリア残留を望んでいるとの声も
あるようだ。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

PM ／日経バイト 2001 年 2 月号（第 213 号）／株式会社日経 BP 著作権窓口／日
経 BP 社／ 2001

◇朝鮮戦争（１９５０年）ごろから、米兵達が小遣い
稼ぎに様々な物資を持ち込んで、アメリカ軍の物資
が大量に出回りました。こうして「アメリカ横丁」と
も呼ばれたそうです。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

こうなると〔接続詞/継起/〕
◇この事件に影響されたのか、二日後、今度は我々の
ラインで働く夫婦が夜逃げをした。こうなると職場
の雰囲気はガタガタだ。
BK ／パラレル・ワールド／ 深沢正雪／潮出版社／ 1999

◇油汚れが泥やホコリを呼んで、強く固着してしまう。
こうなると、ちょっとケミカル用品を吹いただけで
はどうにもならない。
PM ／モーターサイクリスト 2005 年 10 月号（第 55 巻第 14 号）／〓（土）方大助
／八重洲出版／ 2005

◇中途半端だと、その中途半端でクリッカーがきれる。
こうなると十分な体制の前にクリッカーが切れて、つ
いリリースしてしまうのでアローが真っ直ぐ飛ばな
くなる。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

ことか〔認識モダリティ助動詞/推量（疑念・感慨）/
用言連体形〕
◇これはどうしたことか。
BK ／歴史の真実・日本の教訓／渡部昇一／致知出版社／ 2005

◇ホリエモンのためにグループはいったい、いくらカ
ネを使ったことか。
PM ／ＦＲＩＤＡＹ 2005 年 5 月 6 日号（第 22 巻第 19 号、通巻第 1141 号）／Ｆ
ＲＩＤＡＹ編集部／講談社／ 2005

◇川の冒険

−。それはなんと心楽しいことか。

YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

ことがある〔文法アスペクト助動詞/パーフェクト/用
言連体形〕
◇また厄年の男が厄除けの神社参りの際、女装するこ
とがある。
BK ／妖怪変化／ 川森博司・野沢謙治／筑摩書房／ 1999

◇ちなみに、アメリカの調査結果ではインターネット
利用者の４分の１が自分の名前で検索を行ったこと
があるらしい。
PM ／ＡＳＡＨＩパソコン 2004 年 10 月 15 日号（通巻 368 号）／水野貴明／朝日
新聞社／ 2004

◇友達Ａの結婚式に、友人の中で撲だけが呼ばれない

こ
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ことがありました。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

ことだ〔義務モダリティ助動詞/必要/用言連体形〕
◇コミュニケーションを良好に保ち、ミドルにトップ
と同じ考えに立ってもらうことだ。
BK ／戦略的事業撤退／日沖健／ NTT 出版／ 2002

◇なまじがんばらぬことだ。

助動詞）連体形現在〕
◇アメリカがやむを得ずやっていることを、ありがた
がって真似することはない。
BK ／理科が危ない／江澤洋／新曜社／ 2001

◇お前が心配することはない。私のしたことだ。
PM ／別册文藝春秋 2001 年春号（第 235 号）／貫井徳郎／文藝春秋／ 2001

◇しゃべることはない。つらいだけだよ。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

PM ／俳句研究 2003 年 12 月号（第 70 巻第 13 号）／俳句研究編集部／富士見書房
／ 2003

◇持続的な想念は、必ず現実化すると、信じきること
だ。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

このうえ〔接続詞/添加/〕
◇それでなくても、俺の人生はめちゃくちゃだ。このう
え、オフィスラブなんてややこしいことはごめんだ。
BK ／密使／平江まゆみ／ハーレクイン／ 2003

ことだろう〔認識モダリティ助動詞/推量 /用言連体
形〕
◇一日のうちに、いったい何度、晴れと雨が繰り返さ
れることだろう。
BK ／これが「美味しい！」世界のワイン／福島敦子／幻冬舎／ 2003

◇恐らく、国が銀行経営陣の人事権を握ることだろう。
PM ／金融ビジネス 2003 年 1 月号（通巻 214 号）／金融ビジネス編集部・畑山卓
美・渡辺清治／東洋経済新報社／ 2003

◇廃屋ならば、もちろん電気もつかないことだろう。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

こ
ことにする〔認識モダリティ助動詞/意志/動詞（＋助
動詞）連体形現在〕
◇マリオット・インターナショナルは今後８年間はホ
スト・マリオットの資産の管理・運営料金を徴収し
ないことにする
BK ／最強 CFO 列伝／井手正介／日経 BP 社；日経 BP 出版センター (発売) ／
2003

◇美奈は正門まで近道をすることにして、事務棟の裏
を抜けようとした。
PM ／野性時代 2005 年 4 月号（第 3 巻第 4 号、通巻第 17 号）／赤川次郎／角川書
店／ 2005

◇妻とともに招待されているが出席は出来ないので、
送金することにしている。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

ことには〔接続助詞/条件/形容詞「ない」連体形・助
動詞「ない」連体形〕
◇事件の内容はかなりよく分かったが、自分の目で現
場を見てみないことには始まらない、
BK ／自白の風景／深谷忠記／徳間書店／ 2003

◇その答えは、金メダルを取ってみないことには、わ
からない。
PM ／陸上競技マガジン 2004 年 5 月号（第 54 巻第 6 号、通算第 719 号）／坂本
直子・寺田辰朗／ベースボール・マガジン社／ 2004

◇何かを変えないことには、また倒産することになり
兼ねませんけど。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

ことはない〔義務モダリティ助動詞/不必要/動詞（＋

この上は〔接続詞/条件/〕
◇今にも動乱におよぶこの世界で、軽々しく身を誤っ
てはいけません。この上は心力のおよぶだけ身を忍
んで、再挙の時を待つべきです
BK ／山岡鉄舟／小島英煕／日本経済新聞社／ 2002

◇視聴者をなめきった海老ジョンイルを顧問に迎えざ
るを得ないＨＮＫは心底腐りきっているのです。こ
の上は、不払い運動がもって広がってＮＨＫの偉い
やつ等をもっともっと慌てさせて、本当の改革への
重い腰を挙げさせるしかありません。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

この結果〔接続詞/因果/〕
◇この総選挙で、竹下登、安倍晋太郎、宮沢喜一ら「ポ
スト中曽根」の有力者がこの年秋の総裁選をにらん
で勢力拡大に走り回った。この結果、自民党は衆院
で初めて三〇〇議席の大台に乗り、参院でも非改選
分を含め一四二議席となった。
BK ／梶山静六死に顔に笑みをたたえて／ 田崎史郎／講談社／ 2004

◇高コスト農家は，肉専用種，乳用種ともに労働時間
が長く，生産費は全費目にわたって高い水準となっ
ており，低コスト農家とのかい離幅は大きい。この
結果，両者の間の所得には大きな差が生じている。
WR ／農業白書／農林水産省官房情報課情報分析室（財）／農林統計協会／ 1989

◇投げては黒田が最後までブレーブスに得点を許さず
逃げ切り。この結果、ドジャースはこの日試合のな
かったアリゾナ・ダイヤモンドバックスと並び、ナ・
リーグ西地区で首位に立った。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

このため〔接続詞/因果/〕
◇ただ、新聞の使命は速報性にあるため、そこから得
られる情報は、つねに断片的なものである。このた
め、ある事柄の背景を知るには、やはりニュース雑
誌に触れてみる必要がある。
BK ／英語メディアを使いこなす／鍋倉健悦／講談社／ 1994
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◇ＥｏＥではユーザーごとの多くのＭＡＣアドレスを
エッジ・スイッチの一つのＭＡＣアドレスに集約し
ます。このためコア・スイッチが扱うＭＡＣアドレス
数が少なくなり，負荷を軽減できるというわけです。
PM ／. 日経コミュニケーション 2003 年 12 月 8 日号（第 404 号）／伊藤泰男・長
尾英二／日経 BP 社／ 2004

◇社長、会長などは指揮管理する立場ですから、請求
に制限がありません。このため保健が必要になりま
す。（冗談じゃない金額になる）
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

このために〔接続詞/因果・目的/〕
◇大規模な地すべりや山腹崩壊が発生すると、多量の
土砂が急激にダム湖に流入します。このために、ダ
ムから大量の水があふれ出て、ダム下流に大洪水を
引き起こすことになります。
BK ／川辺川ダムはいらん！ ／川辺川ダム問題ブックレット編集委員会／花伝社；共栄
書房 (発売) ／ 2005

◇デジタルカメラではメーンスイッチを入れてから、
すべての電気回路をリセットします。このために起
動時間が長くなります。
PM ／アサヒカメラ 2003 年 8 月号（第 88 巻第 8 号、通巻 921 号）／アサヒカメ
ラ編集部・河田一規・那和秀峻／朝日新聞社／ 2003

◇一般の人は情報開示がないと全くわからないわけで
ございます。このために、著作権の管理情報が一元
的に管理される、だれでもその情報を知り得るとい
う仕組みが必要だと思うわけでございますが、
MD ／国会会議録／第 150 回国会／ 2000

このためには〔接続詞/目的/〕
◇アメリカの子会社に権限と責任を持たせることが、
どれほどアメリカ人社員のモラルを高めるかを知っ
てもらうことも必要だ。このためにはアメリカ人に
適した成績評価の仕組みを考えなくてはならない。
BK ／経済・経営を楽しむ 35 のストーリー／根橋敏雄・脇坂明／東洋経済新報社／ 2000

◇活力ある個性豊かな地域社会が築かれるためには、
地域における情報通信の高度化と高度利用への取組
が不可欠であり、このためには、情報通信分野の技術
革新とその利活用を視野に入れて、長期的展望に立
脚した地域情報化の推進方針を確立する必要がある。
WR ／通信白書／総務省情報通信経済室／ぎょうせい／ 1999

◇この保険支払者の数が多くて受給者の数が少ない、
そういう状態をつくる必要があります。このために
は、やはり現役世代を延長してこの比率を長くする。
MD ／国会会議録第 163 回国会／ 2005

このためにも〔接続詞/目的・因果/〕
◇心を澄ませて相手の人柄をよく見きわめてからでな
くては気を許さぬ、というふうにしたいと思ってい
る。このためにも、人に憎まれることが甚だ多いが、
私は態度を改めない。
BK ／抱朴子 外篇 2 ／本田濟／平凡社／ 1990

◇高齢化しつつ人口が増加していく中で豊かな国民生

活を実現するためには、経済の適度な成長が必要で
ある。このためにも、我が国経済・社会の「活力」を
維持すべきことは言うまでもない。
WR ／建設白書／国土交通省総合政策局政策課／大蔵省印刷局／ 1982

◇その基本が、商工会が小規模事業者に対し質の高い
指導を行うことであります。このためにも、経営指導
員に中小企業診断士などの資格を取得させ専門分野
を持たせるなど、レベルアップを図ってまいります。
MD ／国会会議録第 159 回国会／ 2004

これだから〔接続詞/因果/〕
◇日本製のそれらのものは長期の使用をほとんど考え
られていない。これだから国産のモーターや理化学
器械にロクなものがない。
BK ／寺田寅彦は忘れた頃にやって来る／松本哉／集英社／ 2002

◇ごちゃごちゃとやかましい。これだからＴＦは嫌い
なんだ。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

これに加え〔接続詞/添加/〕
◇国をあげての禁煙対策が極めて甘いために、未成年
者も含めて喫煙率が先進国の中で極めて高い。これ
に加え、近年若い女性の喫煙率が上がっていること
に危機感をつのらし、２００２年１２月、厚生科学
審議会はたばこ対策について更なる努力が必要であ
るとした意見具申書を提出している。
BK ／女性とたばこの害／中野哲／東京図書出版会；星雲社 (発売) ／ 2004

◇国際収支は恒常的な赤字で，外国の援助，借款，投
資等にささえられて経済運営がなされてきたが，７
９年は諸般の国際情勢からこれも停滞した。これに
加え，旺盛な復興需要があるにもかかわらず，これ
までの借款，投資等に対する返済が８０〜８３年に
集中するなどで，外貨繰り上，輸入は緊急度の高い
商品に限らざるを得なくなっている。
WR ／通商白書／経済産業省通商政策局企画調査室企画調査一係／大蔵省印刷局／ 1980

◇さらに複数のブログパーツを一気にチェックできる
ので便利です。これに加え自分のマイリストを追加
したりも出来ますしリンクされてますので観たい動
画に直行できます。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

これに加えて〔接続詞/添加/〕
◇このような形での地域貢献も大変結構なのであるが、
これに加えて、より多くの役員・従業員の参加意識
を引き出し、地域からは感謝されるような地域貢献
活動があることを忘れてはならない。
BK ／実践！リレーションシップバンキング／多胡秀人／金融財政事情研究会；きんざ
い (発売) ／ 2003

◇鈴木監督がかける注意の声、壁に貼ってある注意の
言葉、これらが 緊張感 という試合における重要
な要素を稽古中にも感じさせている。これに加えて

こ
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桜丘高校の校風であろうか、先輩後輩という上下関
係がいい意味で少なく、のびのびとした稽古ができ
ており、それは萎縮しない活発な稽古となって、 積
極性＝攻め となっているのではないか。
PM ／月刊剣道日本 2003 年 12 月号（第 28 巻第 12 号、通巻 334 号）／月刊剣道
日本編集部／スキージャーナル／ 2003

◇オランダ軍が撤退し、自衛隊の安全が十分に確保す
ることができなくなる三月には、これに加えて、イ
ラク特措法上の安全確保義務違反の状態となること
は確実です。
MD ／国会会議録第 162 回国会／ 2005

これに対し〔接続詞/対比/〕
◇胎児性水俣病は子宮内でメチル水銀ばく露を受けた
と考えられるが、患児の母親の多くは症状が軽く、あ
るいは無症状であった（武内、一九一七）。これに対
し、イラク地域のメチル水銀中毒では、大部分は母
親と子供とがともに中毒症状を発現し、水俣病事例
とは一致していない。
BK ／悲しいマグロ ／滝澤行雄／キクロス出版；BAB ジャパン出版局 (発売) ／ 2004

◇彼は社交好きだという。これに対し、父親のニッキ
ー・オッペンハイマー氏は五六歳で、仕事に集中し
たり休んだりで、娯楽はほとんどないと自ら言うく
らいだ。

こ

PM ／週刊東洋経済 2001 年 9 月 8 日号（第 5716 号）／週刊東洋経済編集部／東洋
経済新報社／ 2001

◇アナウンサーとは放送局に所属している場合のみを
指し、俗に局アナと呼ばれ。これに対し、放送局に
所属しないアナウンサーはフリーアナウンサー、あ
るいは放送タレントと呼ばれ、
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

これに対して〔接続詞/対比/〕
◇イギリスは、新天地を自国の富をふやすのに絶好の
地と考え、植民地政策を推しすすめた。これに対し
て移住者たちは、古い伝統を保持する本国の政策に
反撥をしめすようになり、それは年を追うごとには
げしさを増した。
BK ／海の祭礼／吉村昭／文藝春秋／ 2004

◇銀塩カメラとフィルムは１５０年以上をかけて進化
したのですが、これに対して商品としてのデジカメ
の歴史はまだ１０年にも満たないので、これから進
歩する余地があります。
PM ／アサヒカメラ 2003 年 8 月号（第 88 巻第 8 号、通巻 921 号）／アサヒカメ
ラ編集部・河田一規・那和秀峻／朝日新聞社／ 2003

◇光は専用ケーブルを使用しますので、安定した状態
と上り下りとも早い速度を得られます。これに対し
てＡＤＳＬは電話回線を使用しますので電話局から
の距離によって得られる速度が変化します。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

度，正確性が飛躍的に向上する。これにともない全
国的な市場が形成される。
BK ／流通原理／田村正紀／千倉書房／ 2001

◇最近の経団連加盟企業による企業献金は総計で約三
十億円程度に縮小。これに伴い、経団連の発言力低
下が指摘されていた。
PN ／中国新聞 2003.5.13 共同通信社／中国新聞社／株式会社中国新聞社／ 2003

◇成田と羽田は、発着枠拡大に向けた工事がそれぞれ
１０年中に完成する予定。これに伴い同省は、羽田
の国際便を増やすなど、首都圏の国際航空機能を強
化するため両空港の一体活用を進める考え。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

これに伴って〔接続詞/同時/〕
◇獲物を隠匿するということになると、これに伴なっ
て、親のほうにはいろいろな労働が付加されてくる。
BK ／今西錦司全集 第 5 巻／今西錦司／講談社／ 1994

◇長期的にみれば年間の実労働時間は短縮の傾向にあ
り、３５年から６０年にかけ年平均１０時間ずつ短
縮されている。これにともなって就業時から引退に
至るまでの生涯労働時間は大幅に短縮し、その分自
由時間が増大すると考えられる。
WR ／労働白書／厚生労働省政策統括官付労働政策担当参事官室分析第二係／日本労働
協会／ 1986

◇本保険事業の実績と利用状況を見ますと、まず、保
険対象機種につきましては、昭和三十六年度に四機
種で発足いたしましたものが、その後逐次追加がな
され、昭和五十六年度には、割賦ローン保証販売信
用保険では二十五機種、リース信用保険では二十九
機種が保険対象となっております。これに伴って、引
受保険金額も拡大し、昭和五十六年度には約三千八
百億円に、また、付保件数も約十三万七千件に達す
る見込みであり、しかも、このうち、約八割の取引
は、中小企業向けのものとなっております。
MD ／国会会議録第 096 回国会／ 1982

これに反し〔接続詞/対比/〕
◇山林はすべて私権の対象になる普通の土地です。こ
れに反し隅田川の底は不動産取引上の土地にはなり
ません。
BK ／不動産購入マニュアル／石原豊昭／自由国民社／ 2001

◇鉄鉱石は，価格が逐年上昇するのに伴い毎年輸入額
が増大し，金属原料に占めるウェイトは，７６年の
５０．９％から２．６ポイント上昇して５３．５％と
なった。これに反し，鉄鋼くずは，需要業界が引き続
き深刻な不況に置かれていることを反映して，この
３年間に急激にウェイトは低下し，７５年の８．４
％から７７年の２．８％へと低下している。
WR ／通商白書／経済産業省通商政策局企画調査室企画調査一係／大蔵省印刷局／ 1978

これに伴ない〔接続詞/同時/〕
◇輸送と通信の技術革新によって，輸送と通信の量，速

◇いまや日本の原子力発電はアメリカのＧＥ社とウエ
スチングハウス社の原子炉で独占された形となり、
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しかも、これらの原子炉は欠陥が多く、いまだに稼
働率がきわめて低い現状であります。これに反し、皮
肉にも、先ほど申し上げました天然ウランを用い、黒
鉛を減速材とするわが国最初の発電用原子炉「東海」
は、出力はやや小さいが、今日もなお最も高い稼働
率で正常な運転を続けていることであります。
MD ／国会会議録第 084 回国会／ 1978

これに反して〔接続詞/対比/〕
◇こんどの香港収復にさいして、中国の要人はこの件
で、一人として訪英していない。これに反して、返
還するイギリスのほうは、サッチャー首相もメジャー
首相も中国まで足をはこんでいる。
BK ／史林有声／陳舜臣／ NTT 出版／ 2003

◇各省庁のえらい人ばっかりは、やめるとすばらしく
いいところが待っているというような、いわゆる天
下りというものがあるわけです。これに反して一般
の職員は一生懸命働いて、自分はそれこそ身も魂も
ささげ尽くして、私どもはくず鉄とよく言うんです
けれども、くず鉄になってしまうくらいまで一生懸
命働いて、終わったところは遊んでいるわけにいか
ないから荷物担ぎに行くというようなことは、全く
私はみじめだと思う。
MD ／国会会議録第 080 回国会／ 1977

こ
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さ
最中に〔接続助詞/同時/用言連体形（ただし、ほとん
どが「ている」）〕
◇クチュリエとして独立して二年め、ちょうどコレク
ションの準備で忙しい最中に映画会社から連絡があ
り、主演のミス・ヘップバーンを連れて行くので衣
装を頼むというのです。
BK ／時代を拓いたファッションデザイナー／堀江瑠璃子／未来社／ 1995

◇機織りをしていた最中に気を失った彼女は、人に急
に呼ばれて手に持っていた梭を取り落とした。
PM ／新潮 2002 年 6 月号（第 99 巻第 6 号）／川村湊／新潮社／ 2002

◇不登校を経験して、今は進学してちゃんと通ってい
ますが、友達とニコニコしゃべっている最中にも、友
達が怖くなったりします。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

◇盗みを働くわけではないのだから外国人を働かせれ
ばよい。さもなくばイスラエルは働き手を失い、破
産してしまう」と主張する。
PN ／新潮４５ 2001 年 5 月号（第 20 巻 5 号、通巻 229 号）／早瀬利之／新潮社／
2001

◇我が党は、本問責決議案に賛成し、防衛庁長官がこ
の決議を真摯に受けとめ自己責任をとること、さも
なくば、内閣総理大臣が直ちに額賀防衛庁長官を罷
免すべきことを強く要求して、討論を終わります。
MD ／国会会議録第 143 回国会／ 1998

さもなければ〔接続詞/対比/〕
◇あっという間にケージの屋根はフロアよりも高くな
り、おれはダニーの手で引きずりおろされるように
して頭から墜落した。 さもなければ、ケージの屋
根とエレベーター入口上部のフレームにはさまれて、
おれは真二つに両断されてしまったであろう。
BK ／ウルフガイ魔界天使／平井和正／角川書店／ 1986

際に〔接続助詞/同時/用言連体形〕
◇親権喪失の申立てをする際に、後見人選任の申立て
をしておいたほうがよいでしょう。
BK ／離婚問題これで安心／土肥幸代／小学館／ 2005

◇ビジネスを始める際に、
「不退転の決意」などと悲壮
な決意はしないほうがいい。
PM ／プレジデント 2001 年 10 月 29 日号（第 39 巻第 22 号）／勝見明・プレジデ
ント編集部・森永卓郎／プレジデント社／ 2001

◇先日、杉並区の小学校で学校の授業で校舎の屋上に
上がった際に児童が転落して死亡した事故があった。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

◇今回の津波の惨事を契機に、私たちの国々は、この
政治への圧力を抑制して輸入障壁を撤去すべきであ
る。 さもなければ、津波による被災国ばかりでな
く、開発途上国に対する、私たちの寛大な支援が無
駄に終わるのである。
PM ／潮 2005 年 3 月号（通巻 553 号）／ビル・エモット・烏賀陽正弘・潮編集部／
潮出版社／ 2005

◇発行体がこの種の投機を容認するのなら仕方ないで
すが、さもなければ発行方法はもっと吟味する必要
があると思います。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

さ
さうして〔接続詞/継起/〕
◇私もお辞儀をして、
「戴きます」と云つた。さうして、
一つ摘まんで食べた。
BK ／芥川竜之介雑記朕内田百間／河出書房新社／ 1986

さらにいえば〔接続詞/添加/〕
◇いうなればミソもクソも一緒という不見識そのもの
といってよい。さらにいえば、ためにする詭弁であ
り欺瞞であるとしかいいようがない。
BK ／サーモン・ラッシュ／松前宏／文芸社／ 2001

さもないと〔接続詞/条件/〕
◇、営業マネジャーは、常にプラス発想の持ち主になっ
てほしいものです。さもないと、上司は信頼しない
し、優秀な部下は納得しません。
BK ／営業マネジャーの実際／山口裕／日本経済新聞社／ 2003

◇上司は部下に対して、まさに鬼となって振る舞え。さ
もないと部下は自分の思い通りに動いてくれないも
のだ、
PM ／週刊現代 2001 年 4 月 7 日号（第 43 巻第 13 号）／週刊現代編集部／講談社
／ 2001

◇ですから、黒３ではやはり右下隅に打つ方が先着の
効率をより発揮しやすいのではないかと思うのです。
さらにいえば、黒１の小目よりも、１図の１の星の
方がより足速で、打ちやすい局面に導きやすいので
はないでしょうか。
PM ／囲碁 2005 年 3 月号（第 55 巻第 3 号）／囲碁編集部・呉清源・牛力力／誠文
堂新光社／ 2005

◇安倍前首相退陣で「福田一本化」がスムーズに進ん
だのもそうした背景があった。さらにいえば、自民
党の伊吹文明幹事長は政局に強いタイプではない。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

◇良く説明うけて無駄なお金払わないように気をつけ
て下さい。さもないと相談しづらい内容だけに，泣
き寝入りです。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

さもなくば〔接続詞/条件/〕
◇すべてを得るか、さもなくばすべてを失うか
BK ／リアルバウトハイスクール 8 ／雑賀礼史／富士見書房／ 2001

さらには〔接続詞/添加/〕
◇このような事例を通して、葬儀のあり方やエンディ
ングサポートの意味を広く前向きに検討する場が必
要です。さらにはエンディングサポートの社会的な
ネットワーク活動が大切だと思われます。
BK ／癒し癒されるスピリチュアルケア／大下大圓／医学書運 2005
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◇そんな話し相手になるより、一時間なら一時間、マッ
サージとか指圧をするほうが、はるかに楽である。さ
らには老嬢の肌を擦ったり、手を握り合っているほ
うが、まだ楽かもしれない。
PN ／中日新聞 2002.10.20 ／佐野真・渡辺淳一／株式会社中日新聞社／ 2002

◇練習場に隣接した建物の２階に設けられる同店では、
全面ガラス張りのピッチ側から、トップチームの練習
が間近に見られる設計になっている。さらにはオー
プンエアの大型テラス席も併設され、選手たちの息
遣いや話し言葉も伝わる特等席になる。

てることはございませぬ
BK ／炎の女帝持統天皇／三田誠広／学習研究社／ 2002

◇二心同体に宿る、これを友誼というと。されどもキ
リストとクリスチャンとの一致は二心の抱合なるに
とどまらで 二個のペルソナの相流合して一となり
しものなり。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

ざるべからず〔認識モダリティ助動詞/不可避/動詞、
助動詞未然形〕
◇第十九世紀は実に科学の世紀なりと云はざるべから
ず。
BK ／雑誌『太陽』と国民文化の形成／石田秀実・鈴木貞美／思文閣出版／ 2001

◇キリストわがうちにありとは、 わが存在の中心に
ありたもうとの意ならざるべからず。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

ざるを得ず〔認識モダリティ助動詞/不可避/動詞、助
動詞未然形〕
◇つまり、最初の三年間の年金は捨てざるをえず、取
り戻す方法はありません。
BK ／ 50 万円トクをする退職後の保険・年金・税金最新手続きマニュアル／中村敏夫
／グラフ社／ 1998

◇氷河がどんどん低くなるため、岩盤に金属製の階段
を作らざるを得ず、しかも年々継ぎ足されて、いま
では１７００段にもなっている。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

ざるを得ない〔認識モダリティ助動詞/不可避/動詞、
助動詞未然形〕
◇また、阪神淡路大震災当時、避難所の開設には県や市
の防災計画どおりには行かず、計画した避難所以外
に応急避難所ができたり、自治体の職員不在の中で、
被災者が自分たちで避難所に入り込み、取りあえず
の避難態勢をとらざるを得ないところも多かった。
BK ／大震災が遺したもの／松島悠佐／内外出版／ 2005

◇多くの日本女性は、世界基準で言えばお金持ちだが、
日本にいると ちょっぴり貧乏 な感覚を持たざるを
えない。
PM ／ＦＲａＵ 2005 年 10 月 20 日号（第 15 巻第 21 号、No.348）／齋藤薫・Ｆ
ＲａＵ編集部／講談社／ 2005

◇人を小バカにしたようなコラムを書いて平然として
いる記者の人権感覚を疑わざるをえない
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

されども〔接続詞/対比/〕
◇軍略も時としては思いどおりにいかぬことがござい
ます。されども、二の矢、三の矢の用意があれば、慌

さ
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し
しかして〔接続詞/継起/〕
◇吾は己が日々の麺麭を獲んがため、神の賜へる力と
機会とによつて労働する。しかして吾が自ら為し得
る総ての事は吾が力をもつてこれを為す。
BK ／社会思想家としてのラスキンとモリス／大熊信行／論創社／ 2004

◇ただし，同条ただし書きにより，不公正な取引方法
を用いる場合又は一定の取引分野における競争を実
質的に制限することにより不当に運賃及び料金を引
き上げることとなる場合には，適用除外とはならな
い。しかして，海運業にかかる不公正な取引方法に
ついては，独占禁止法第２条第９項に基づく特殊指
定でその内容が定められている。
WR ／公正取引委員会年次報告：独占白書／公正取引委員会事務総局官房総務課／大蔵
省印刷局／ 1978

◇いわゆる非居住者の支店の設置というのは外資法に
よる認許可の対象でないとおっしゃいましたのは、先
生のおっしゃるとおりでございます。しかして、当
該ベストラインの支店の設置につきましては、四十
八年の十月に所定の支店設置報告が通産省と当方と
に提出されております。

◇天は先王の道を後まで傳へようとの意志があること
は、私がその道を傳へてゐることで明かだ。然らば
匡人などが、道を傳へる私をどうすることも出來な
いぞ
BK ／論語と日本の政治／宇野〓（精）一／明治書運 2002

◇これを引き上げない限り、やはり中期的な長期的な
経済の発展はない。しからば、それに対して財政は
どういう役割を果たすのか。
MD ／国会会議録第 153 回国会／ 2001

然れど〔接続詞/対比/〕
◇この人の悪事、単に偽筆位にてすめば、被害も甚大
ならず。然れど、如何なることをたくみゐるにや、気
味わるき限りなり
Bk ／荷風の永代橋／草森紳一／青土社／ 2004

然れども〔接続詞/対比/〕
◇この二派は集って大同団結を為すと称す。然れども
その実この時に分裂したるなり。
BK ／新日本史 上／西田毅／岩波書店／ 2005

MD ／国会会議録第 077 回国会／ 1976

しだいだ〔認識モダリティ助動詞/判定/〕
◇「恐懼にたえないしだいでございます」
しかしながら〔接続詞/対比/〕
◇仮に男同士だったら、周囲への共通の軽蔑が私たち
を近づけていたかもしれません。しかしながら女同
士ではそうもいかないのです。
BK ／水曜の朝、午前三時／蓮見圭一／新潮社／ 2005

し

◇製造業の海外生産が増大している理由としては、海
外の安い労働力の活用が挙げられよう。しかしなが
ら、国内と海外との人材の能力に差異があるとすれ
ば、単純に安い労働力をメリットとして捉えること
はできなくなる。
WR ／ものづくり白書／経済産業省製造産業局参事官室・厚生労働省職業能力開発局基
盤整備室・文部科学省生涯学習政策局政策課／ぎょうせい／ 2004

◇原則論ですが、「ご」は漢語に、「お」は和語（やま
とことば）につきます。しかしながら、
「お」につい
ては例外が多数あります。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

しかない〔認識モダリティ助動詞/不可避/動詞、助動
詞現在終止形〕
◇彼女のことばを信じて金を払うしかない。
BK ／糖蜜色の偽り／高橋佳奈子／ソニー・マガジンズ／ 2005

◇これ以上の人口増加を食い止めたいなら、先進国が
生活レベルを下げるしかないでしょう。

BK ／敬天愛人西郷隆盛 2 ／海音寺潮五郎／学習研究社／ 2001

◇なにとぞ、お力を貸していただければとお願いする
しだいです。
PM ／週刊現代 2004 年 8 月 7 日号（第 46 巻第 31 号）／週刊現代編集部／講談社
／ 2004

◇ワイヤーを扱う仕事で気づいたら切れてるというこ
とが多々あるので興味を持ったしだいです。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

したがって〔接続詞/因果/〕
◇そうしたら、ますます政局が混乱してしまう。した
がって、ある種の横車的な動きに対しては、断固排
除して守っていくしかない。
BK ／実録田中角栄と鉄の軍団 中／大下英治／講談社／ 2004

◇実際に賦課される保険料額は、２００４年度価格の
額に、賦課される時点までの賃金上昇率を乗じて定
められる。したがって、その額は今後の賃金上昇の
状況に応じて変化するものである。
WR ／厚生労働白書／厚生労働省政策統括官付政策評価官室分析第２係／ぎょうせい／
2004

◇現在のＳヤイリは中国等の海外生産がメインの様で
す。従って昔とは全く別物のギターと考えて良いと
思います。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

PN ／中日新聞 2001.3.5 ／ジョン・ギャスライト・中日新聞社／株式会社中日新聞社
／ 2001

◇指をくわえているしかない。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

しからば〔接続詞/因果/〕

してみると〔接続詞/因果/〕
◇なるほどそのとおりだ。してみると、おまえを疑っ
たのは間違いだった。
BK ／西遊記 第 2 巻／太田辰夫・鳥居久靖／平凡社／ 1989
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してみれば〔接続詞/因果/〕
◇執行機関がその履行の有無を判定することは相当で
はないものというべきである。してみれば、本件に
おいては控訴人の修補義務の内容及び態様により、
引換給付の判決をすることは相当でないから、結局
控訴人の請求を棄却するほかない次第である。」
BK ／建築請負・建築瑕疵の法律実務／高荒敏明／ぎょうせい／ 2004

◇本件裁定申請は，採石権原を真正に譲り受けたと主
張する申請人が，その侵害の救済を求めているもの
であり，まさに採石権原の帰属を争うものと評価で
きる。しかしながら，処分庁は，規則第８条の１５
第２項第７号所定の書面が実体に相応するか否かま
で審査する必要はないのであり，実体上の権利を設
定ないしは確認する権限もない。してみれば，処分
庁が日本パーライト工業に対してした岩石採取計画
の認可によって，同社に対し何らの実体上の権利を
付与するものではない以上，申請人が有すると主張
する採石権原を侵害しうるものでなく，本件裁定申
請は，その利益を欠き不適法である。
WR ／公害紛争処理白書／公害等調整委員会／事務局国会広報担当／大蔵省印刷局／
1988

し
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1

末に 〔格助詞/時間/体言＋助詞「の」〕
◇短編として簡潔に要領よくまとめあげるのではなく、
綿密に無器用に書き連ねていくしか、あの時代を生
き生きと表現できないというのが、曲がりくねった
試行錯誤のすえに到達した結論であった。
BK ／脳死・尊厳死・人権 ／ 加賀乙彦 ／潮出版社 ／ 1991

◇田中さんは大騒動のすえに更迭、議員まで辞職した。
PM ／サンデー毎日 2003 年 5 月 11 日号（第 82 巻第 19 号、通巻 4558 号）／岩
見隆夫・島田雅彦／毎日新聞社／ 2003

◇昨年のリベンジを果たせずに、、接戦のすえに負け
てしまったとか。。。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

末に 2 〔接続助詞/継起/過去の助動詞「た」〕
◇くだくだと理屈を並べたすえに、ようやく自分の意
見を言う。
BK ／「論理力」がカンタンに身につく本／北川達夫／大和出版／ 2004

◇そこで寂聴さんは思案した末に「青空説法」をはじ
めようと思いついた。
PM ／女性自身 2005 年 7 月 19 日号（第 48 巻第 26 号、2219 号）／女性自身編
集部・瀬戸内寂聴／光文社／ 2005

◇この前登場したときも迷ったすえに見なかったんで
すけどね
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

すると〔接続詞/継起/〕
◇まず〔共有フォルダ〕というフォルダを作り、その
中に共有したいファイルを入れます。すると、
〔共有
フォルダ〕に入れたファイルだけが、ほかのパソコ
ンから見られるようになります。
BK ／だんぜんオトク！中古パソコン購入ガイド／川原白水／池田書店／ 2002

◇だがこの日は１０分前に関西将棋会館１階でエレベ
ーターを待っていた。すると少し遅れて師匠が現れ
る。

す

PN ／高知新聞 2002.6.29 ／株式会社高知新聞社／ 2002

◇まず、送信済みの画面で、同じ内容を使いたい画面
をだし、そこで、コピーしたい所をドラックして右
クリックします。するとメニューがでますので、コ
ピーをクリックします。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

26
ず

してもいろんな意味で影響を与えずにはおかない。
MD ／国会会議録第 091 回国会／ 1979

ずにいられない〔認識モダリティ助動詞/不可避/動詞
未然形・助動詞「せる・させる」
「れる・られる」未然形〕
◇落ち着いたテンポで、萌え出る若やいだ力のみなら
ず、情熱の凪に秘かに紛れ込んでくる憂愁を掬い上
げるルービンシュタインの演奏を耳にすれば、第１
８ソナタの秘やかな側面にも目を向けずにいられな
くなるだろう。
BK ／ 200CD ベートーヴェン／川田朔也・岳本恭治／学習研究社／ 2005

◇これまた「世界文学」の死、また消滅を鮮やかに示
した不吉な予兆もしくは症状の一つだったのかと呟
かずにいられない。
PM ／文學界平成 16 年 5 月号（第 58 巻第 5 号）／佐伯彰一／文藝春秋／ 2004

◇本当に好きになったら、その人を考えずにいられな
かったり、会うとドキドキしたり、つい目で追って
しまったり・
・
・
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

ずにはいない〔認識モダリティ助動詞/不可避/動詞未
然形・助動詞「せる・させる」
「れる・られる」未然形〕
◇当然いくつかの重要な結果をもたらさずにはいない。
BK ／イスラームの構造／黒田壽郎／書肆心水／ 2004

ずにはいられない〔認識モダリティ助動詞/不可避/動
詞未然形・助動詞「せる・させる」
「れる・られる」未
然形〕
◇賀茂も家を継ぐために幼い頃から修行を積まされて
きたが、将来に関しては一抹の不安を覚えずにはい
られない。
BK ／天国に涙はいらない／ 佐藤ケイ／メディアワークス；角川書店 (発売) ／ 2001

◇季節は巡ると分かっていながら、今この瞬間をとど
めておかずにはいられないバラの魔力。
PM ／ビズ第 37 号（2005 年盛夏号、第 7 巻第 4 号）ビズ編集部／ベネッセコーポ
レーション／ 2005

◇元々才能ある俳優なのだからこのチャンスを二度と
失わないように願わずにはいられない。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

ずにはおかない〔認識モダリティ助動詞/不可避/動詞
未然形・助動詞「せる・させる」
「れる・られる」未然形〕
◇簡素な実験用具を使い、手近にある材料でさまざま
なものづくりに挑戦している子供たちの顔はかがや
いており、それを指導する先生方のきびきびした挙
動とともにみる者を感動させずにはおかない。
BK ／エリート教育のすすめ／石井公一郎・日本教育新聞社／ PHP 研究所／ 2002

◇たった一葉の写真は「撮られなかった彼らの姿」を
どうしたって想像させずにはおかないからである。
PM ／週刊現代 2002 年 4 月 13 日号（第 44 巻第 16 号）／週刊現代編集部／講談
社／ 2002

◇こうした問題、漁民の暮らしを脅かすことは言うま
でもありませんし、それがひいては消費者生活に対

ず
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せいか 〔接続助詞/因果/用言連体形・体言＋「の」〕
◇学生運動にクレームをつけたりしていたせいか、あ
まり「唯研」の諸君からは喜ばれなかったようであ
る。
BK ／哲学教師の五十年／西川富雄／こぶし書房／ 2005

◇若かったせいか、不安はなかった
PN ／西日本新聞 2003.12.28 ／江田一久・黒木郁朝／株式会社西日本新聞社／ 2003

◇忙しすぎた日々のあとで 少し のんびり過ごせた
せいか、いろんなことを しんみりと 考えてしまっ
た １日でした。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

せいか 2 〔証拠モダリティ文末辞/推定/用言連体形・
体言＋「の」〕
◇なぜか身体がおそろしくだるい。こいつはパチンコ
で負けちまったせいか。六月にしちゃ、やたら暑い
日だったせいか。
BK ／蚊トンボ白鬚の冒険／藤原伊織／講談社／ 2002

◇すべてから解放され、あとは野垂れ死してもかまわ
ない、自然の中の微小な生物に還ったような自足し
た気分で湯に浸っているせいか。
PM ／文學界平成 13 年 9 月号（第 55 巻第 9 号）／福島次郎・文學界編集部／文藝春
秋／ 2001

◇これも体調のせいか。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

せいだ〔証拠モダリティ助動詞/推定/用言連体形・体
言＋「の」〕
◇少し落ち着いたように見える。顔色もよくなってき
た。食べるものを食べ、話をしたせいだろう。
BK ／ギデオン神の怒り ／ 渋谷比佐子・ラッセル・アンドルース／ 講談社 ／ 2001

◇豊と綾子（野村真美）は、自分たちが心配をかけた
せいだとキンに謝る。
PN ／中国新聞 2001129 ／中国新聞社／株式会社中国新聞社／ 2001

◇自分は、彼女とドライブしている時、交通事故に遭
いました。そのとき彼女をかばったせいで右腕が無
くなりました。

せ

YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005
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そ
そいで〔接続詞/因果/〕
◇僕の場合生意気でしたからねえ。そいで日本ランカ
ーとかやらされたりね。
BK ／荒野の歌／福島泰樹／河出書房新社／ 2002

た家の前に竹内街道があった。
BK ／考古学へのまなざし／森浩一／大巧社／ 1998

◇前と同じように、作業中の編み機やミシンが置かれ
ているのを見て、懐かしみを覚えた。そういえば、子
供の頃、針仕事が好きで、指人形をよく作って遊ん
でいたことが思い出された。
PM ／群像 2001 年 7 月号／佐伯一麦・高井有一／講談社／ 2001

そいでもって〔接続詞/添加/〕
◇「つまり個室寝台よ。そいでもって、このカードが
へやの鍵代りになるの」
BK ／寝台超特急ひかり殺人事件／ 辻真先／講談社／ 1988

◇女の情念を噴き出させる若尾文子がすばらしい。そ
いでもってエロい。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

そういうことで〔接続詞/因果/〕
◇しかし父親が息子に事業を引き継がせようとしてい
たので、彼は染織を学ばねばならなかった。そうい
うことで我々二人は染織科で道を同じくする良き友
となったのである。
BK ／敦煌の守護神／岡本洋之介・常書鴻・吉田富夫／日本放送出版協会／ 2005

◇習熟度別学習といいますと進んだ子だけというふう
に考えられがちですが、そうばかりではありません
で、ゆっくり進む子、そして大器晩成といいますか、
将来非常に才能が花開く子、たくさんおります。そ
ういうことで、ぜひ習熟度別学習というシステムを
導入したいという提案でございます。
MD ／国会会議録第 150 回国会／ 2000

◇明日のムーンライトながらで帰る予定です。そうい
えば昨日、六甲山牧場へ祖母と出掛けたのですが、祖
母がすぐ疲れてしまい、あまりまわれませんでした。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

そうしたら〔接続詞/継起/〕
◇まえ朝霞で働いていたのよ。そうしたらもういいっ
て言われて。
BK ／籠抜け；天の電話／夫馬基彦／集英社／ 2001

◇どんなに日本がブラックボックス化して囲い込んで
も、いずれサムスンは追いつく。そうしたらライセ
ンス料をきちんと取ればいい。
PM ／ＡＥＲＡ 2004 年 3 月 29 日号（第 17 巻第 14 号、通巻 856 号）／ＡＥＲＡ
編集部・吉川良三／朝日新聞社／ 2004

◇「東京弁で何かしゃべってよ。そうしたらそれを関
西弁にするから。」
YC ／ Yahoo!知恵袋 Yahoo!2005

そうして〔接続詞/継起/〕
◇三十五歳の時に親鸞聖人と法然上人とが北と南に別
れていかれたわけであります。そうして二人はもう
再び会うことはなかった。
BK ／仏・胞僧をうやまって生きる／久堀弘義／自照社出版／ 2005

そういうわけで〔接続詞/因果/〕
◇平光さんはしばらく前から病気になられまして、愛
知県の息子さんの家に移られ、現在入院していらっ
しゃいます。そういうわけで残念ながらこうした事
情はご本人は御存知ないと思います。
BK ／各務原・名古屋・国立／小島信夫／講談社／ 2002

◇気がつけばキーパーをやってました。最初は試合と
かじゃなくて、基本練習から入って、そうこうして
いるうちに キーパーをやれ と。小さいころから
デカかったんで。そういうわけで、はじめての試合
ではキーパーでした。
PM ／Ｆｏｏｔｉｖａｌ 2003 年 10 月号 vol.5（第 13 巻第 27 号、通巻第 448 号）
／楢—正剛・高橋史門／ソニー・マガジンズ／ 2003

◇やっぱ買ったからには「使ってみたい！」と思うの
が当然である。そういうわけで今日は生筋子を買っ
てきました。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

◇でも今は「やらせて下さい」と、無理にでも口にし
ている。そうして「何が何でもやらなくては」とい
う気持ちに自分を追い込んでいる。
PM ／青春と読書 2002 年 5 月号（第 37 巻第 5 号、通巻 309 号）／唯川恵／集英
社／ 2002

◇そこを左折。そうしてしばらく走ると１５５号線の
Ｔ字交差点のにでます。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

そうしてから〔接続詞/継起/〕
◇それでわたしは、食料雑貨店の若者からたっぷりあ
ると聞かされていた場所で、密造酒を買って準備し
ておくことにした。そうしてから、何げなくぶらつ
いている感じで消防署に近づき、いつものようにう
ろつきだしたザドック爺さんに、たまたまでくわし
た風を装えばいいだろう。
BK ／インスマス年代記 上／大瀧啓裕／学習研究社／ 2001

そういえば〔接続詞/話題転換/〕
◇風景を眺め、モノを考えながら歩ける道から文化が
生まれてきたのだろう。そういえば、司馬さんの育っ

そうしないと〔接続詞/条件/〕
◇悪縁なら悪縁でこれを善縁に転ずるようにする。そ
うしないと、善縁はやがてすぐ悪果になっていく。
BK ／人生の五計／安岡正篤／ PHP 研究所／ 2005

そ
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◇よほど大きな問題がなければとりあえず納品する。
そうしないとお金がもらえない
PM ／日経コンピュータ 2001 年 2 月 12 日号（第 515 号）／日経コンピュータ編集
部／日経 BP 社／ 2001

◇とにかく高地にできる限り短時間の滞在で済ますと
いう過酷日程だそうです。そうしないと高山病に罹っ
てしまうからです。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

そうしながら〔接続詞/同時/〕
◇私は、バーテンに軽口を叩いて笑わせた。そうしな
がら、桜井を話の中に引きこむ機会を窺った。
BK ／网街の詩／北方謙三／集英社／ 2001

◇彼女は長い髪をかきあげた。そうしながら、細い手
首にはめた男性用の腕時計に視線を落とす。
PM ／小説推理／ 2001 年 7 月号（第 41 巻第 7 号）／芦辺拓・小説推理編集部／双
葉社／ 2001

◇男はボストンバッグの中からパンを取り出すと、一
口食べた。そうしながら、あの熱い焼肉定食が食べ
たいと思う。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

◇何日も前から同じことを繰り返す。そうするとみん
なが心の準備ができて、不測の事態に対応しやすい
んですよ。
BK ／プロジェクト H ／朝日新聞社／ 2002

◇熱を発生することで体温が上がるのです。そうする
と使った筋肉の血流が増加します。
PM ／月刊陸上競技 2005 年 4 月号（第 39 巻第 5 号）／魚住廣信・月刊陸上競技編
集部・杉本龍勇／講談社／ 2005

◇そしてそれを継続してみるそうすると少しずつ自分
が向上してくる
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

そうだ 1 〔認識モダリティ助動詞/可能性/動詞連用形・
形容詞形容動詞語幹〕
◇いずれにしても、おれに歌をよむ才能はなさそうだ、
と彼は考え、少しがっかりしながらバターの皿を戸
棚から出しに立ちあがった。
BK ／青春の門 放浪篇／五木寛之／講談社／ 1990

◇知恵と工夫による地方行政の成果が実るかは、これ
からの活動次第といえそうだ。
PN ／河北新報 2004.1.4 ／株式会社河北新報／ 2004

そうしながらも〔接続詞/対比/〕
◇支店幹部と全行員に施政方針を打ち出し、有力顧客
回りと周辺の同業支店にも頭を下げて歩かなければ
ならなかった。そうしながらも押尾は、今月分百三
十万円の利息をどうしようかと思っていた。
BK ／副社長自殺／清水一行／徳間書店／ 1997

◇先生がとぼけた表情を浮かべながら絡めている視線
をわざと外した。そうしながらも、右手は動かして
いた。
PM ／週刊現代 2002 年 11 月 30 日号（第 44 巻第 52 号）／週刊現代編集部／講談
社／ 2002

そうじゃなくて〔接続詞/対比/〕
◇何かの気配や人の見えないものを見てしまう能力、
つまり、シックス・センスなんだけど、あれって、六
番目の特別な感覚があるってことじゃないのかも。そ
うじゃなくて、五感を複合的に使えることを、そう
呼ぶのかもしれないわ。

◇転勤することになりそうだ
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

そうだ 2 〔証拠モダリティ助動詞/伝聞/節〕
◇一本終わると平戸伝八郎は、撮影所を知らない連中
が映画を作り始めた、撮影所の因襲の外で映画が出
来る、新しい波というそうだ、と弾んだ声を出した。
BK ／銀幕座二階最前列／阿久悠／講談社／ 1996

◇韓国語では「恨」は「ハン」と読む。私もまだその
意味のニュアンスを正確に実感できないのだが、
「あ
こがれていたが、果たせない思いが恨となって心に
残る」といった感じなのだそうだ。
PN ／北海道新聞 2005.6.14 ／勝木晃之郎・近藤浩／株式会社北海道新聞社／ 2005

◇十二省庁会議なんというのがあるそうだが、農林省
がこの主務官庁ですか。
MD ／国会会議録第 077 回国会／ 1976

BK ／雪の華／伊藤たかみ／角川春樹事務所／ 2004

そ

◇予算に合わせて縮小したから、「はじめにお金あり
き」でしたね。そうじゃなくて、
「はじめに脚本あり
き」になるべきで、次の映画も、もし一億でできる
脚本なら、一億でいいんですよ。
PM ／週刊朝日 2001 年 4 月 20 日号（第 106 巻第 18 号、通巻 4436 号）／週刊
朝日編集部・周防正行・林真理子／朝日新聞社／ 2001

◇共通の趣味があるので、そのお誘いだけでもと思っ
ても先方は私の気持ちを楽しんでると思います。そ
うじゃなくて、人間として…ってわかってもらうの
は難しいですかね。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

そうすると〔接続詞/継起/〕

そうでないと〔接続詞/条件/〕
◇記者会見の申し入れをする団体や個人は、ふつう、事
前にある程度、中身を説明するものだ。そうでない
と、ただでさえ忙しい記者が、どの程度集まってく
れるかわからない。
BK ／日本警察と裏金／愛媛新聞社・北海道新聞社／講談社／ 2005

◇「安全な新しいワクチンの開発・申請がどうなって
いるのか」
「分からないことは何か」などを明らかに
してほしい。そうでないと、いたずらに不信感をあ
おることになる。
PN ／毎日新聞 2005.11.9 ／大和田香織・加部一彦・大道寺峰子／株式会社毎日新聞
社／ 2005

そうでなくて〔接続詞/因果/〕
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◇う、—だ…本気で落とすつもりだったろ。そうでな
くて、誰が寮全体を揺らすよ
BK ／星忍母艦テンブレイブ 1 ／中里融司／エンターブレイン／ 2003

◇そういう具体的な方式をやろうと努力する大学にお
いては、場合によっては足切りということが起こる
可能性もあろうかと思いますが、そうでなくて、単
純に物理的な一つの考え方から足切りをするという
ようなことは、原理原則、理念上の問題からも切る
べきではないというふうに考えております。
MD ／国会会議録第 080 回国会／ 1977

延滞金を簡単に出せる計算機まで有るくらいです。
そうでなくとも、ＯＡ化で、名前さえ入れれば、あ
なたの納税状況は一目瞭然・
・
・
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

そうでなければ〔接続詞/条件/〕
◇指導医の大きな役割は、自分が経験した苦い思いを
研修医にはさせないように、失敗を未然に防ぐ準備
をすることである。そうでなければ、独学で勉強す
るのとかわりはない。
BK ／行動目標達成のための「チーム医療」ポイント 50 ／石川陵一／日本医療企画／
2004

そうでなくては〔接続詞/条件/〕
◇面白い。そうでなくてはここまできたかいがないわ。
BK ／神洲天魔鏡 1 ／舞阪洸／富士見書房／ 2002

◇大蔵大臣の答弁を聞いていますと、大蔵大臣の人間
性がにじみ出てくるわけでございますが、ただ銀行
の経営者とか銀行の経営体制とか金融システムとか、
ましてや外資系銀行のありようとかいうものはそう
いう世界とは全然違いまして、私は大蔵省の組織と
いうものはそのようにはとらえていないとは思いま
すけれども、そうでなくてはまた困るわけなんです
けれども、少し銀行に対して厳しいことも言わなきゃ
ならないというふうに思っております。
MD ／国会会議録第 142 回国会／ 1998

そうでなくても〔接続詞/条件/〕
◇ちなみに、これを取得するには審査料は１００万円
単位。しかも書類が厖大。そうでなくても忙しいの
に、そんなことに時間を取られるのは…。
BK ／どんな手段を使っても病気を治す／前山和宏／大空社／ 2004

◇大国ロシアと、ことをかまえる事態になりかねない。
そうでなくても雲行きが怪しくなっていた。
PM ／本の旅人 2005 年 6 月号（第 11 巻第 6 号、通巻 116 号）／池内紀・東野圭吾
／角川書店／ 2005

◇腐痴事の大阪など心配でならない。そうでなくても
変態の多い地域である。
YB ／ Yahoo!ブログ Yahoo!2008

◇プロというのは、どちらの結論でも書けるんです（
笑）。そうでなければプロとは言えない。
PM ／中央公論 2004 年 12 月号（第 109 巻第 12 号、1447 号）／石川寛俊・近藤
誠・中央公論編集部／中央公論新社／ 2004

◇最終的には全てのメーカーがマルチ対応になると思
います。そうでなければ生き残れないでしょう。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

そうとはいえ〔接続詞/対比/〕
◇日本政府もポツダム宣言を楯にとって、間接統治を
要求したことは、上記した通りである。そうとはい
え、
「官閥」行政に依存するのは、占領軍にとってゆ
ゆしい大問題であったに違いない
BK ／さらば吉田茂／ 片岡鉄哉／文芸春秋／ 1992

そうはいっても〔接続詞/対比/〕
◇能においては、二曲（舞、音曲）からはじめ、舞台
上の立居振舞、あらゆるところに、この妙というも
のは存在しうる。そうはいっても稀有なものである。
BK ／能楽への招待／梅若猶彦／岩波書店／ 2003

◇これでは預金するのも馬鹿馬鹿しいが、そうはいっ
ても現金で自宅に保管しておくのも物騒な世の中。
PM ／俳句朝日 2005 年 1 月号（第 11 巻第 1 号、通巻第 116 号）／朝日新聞出版・
遠藤若狭男／朝日新聞社／ 2005

◇そう説明しても、受刑者の中には、そうはいっても
ちょっとのぞかれるんじゃないかというような危険
も感じる方もいたかもしれませんが、
MD ／国会会議録第 162 回国会／ 2005

そうでなくとも〔接続詞/条件/〕
◇作右衛門としてみれば、面白いはずはない。そうで
なくとも吉兵衛からは、事あるごとに無能扱いされ
てきた。
BK ／海賊丸漂着異聞／満坂太郎／東京創元社／ 2005

◇二〇世紀は確かに「アメリカの世紀」だったといえ
ると思うのですが、今世紀は「中国の世紀だ」と粗
忽にもまとめてしまう論者もいます。そうでなくと
も確かに中台関係をはじめとして中国問題は大きな
外交上の課題として浮上してくるのは間違いないで
しょう。
PM ／一冊の本 2001 年 2 月号（第 6 巻第 2 号、通巻第 59 号）／大澤真幸・宮崎哲
弥／朝日新聞社／ 2001

◇払い損ねた納税者の方が窓口に来られた時のための、

そうなると〔接続詞/継起/〕
◇さっき公園からの帰りに、だれかにつけられている
気がしたが、あれは気のせいではなかったのだ。そ
うなると益男を公園に置いておくのは危険だ。
BK ／再生教師／宗田理／徳間書店／ 2005

◇高齢化で貯蓄率が減少するようになると、国内の貯
蓄は増大する国債をカバーできなくなり、海外に買っ
てもらうしかなくなる。そうなると国債利回りは急
騰し、一気に財政破綻である。
PM ／エコノミスト 2004 年 4 月 20 日号（第 82 巻第 23 号、通巻 3682 号）／櫻
川昌哉／毎日新聞社／ 2004

◇そういう人に限って誤字だらけ、文章意味不明。そ

そ
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うなると、こちらも、「理解不能！」になりますね。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

そこで〔接続詞/因果/〕
◇しかし、この式ではばらつきの値が正負を取り、扱
いが不便です。そこで、この各項を２乗することを
考えます。

掃除と昼食の準備は母親がやり、父親が帰って来た
あと一日一夜の最後の食事をとり、食事のあとかた
づけもそれこそ昔、東京の下町の家でいつもやって
いたように三人ですませて、そのまま三人ともこの
一日一夜を三人に提供してくれた「ふつうの家」を
いっしょに出る。
PM ／すばる 2004 年 7 月号（第 26 巻第 7 号）／小田実／集英社／ 2004

BK ／ JMP による統計解析入門／小島隆矢・田久浩志・林俊克／オーム社／ 2002

◇予断だけで判断するわけにはいかない。そこでＮＨ
Ｋは松戸市のハウジング施設の見学をエフエービジ
ョン側に申し入れた。
PM ／ｉＮＴＥＲＮＥＴｍａｇａｚｉｎｅ 2004 年 12 月号（通巻 119 号）／ｉＮＴ
ＥＲＮＥＴｍａｇａｚｉｎｅ編集部・佐々木俊尚／インプレス／ 2004

◇春から大学生になる娘が一人暮らしをはじめます。
そこで質問なのですが、住民票はやはり移すのが普
通なのでしょうか？
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

そこへいくと〔接続詞/対比/〕
◇女性の場合は、野球場のアナウンスをはじめ、
「ウグ
イス嬢」などの愛称で好意的に迎えられがちだ。そ
こへいくと、ウグイスにはほど遠い男性の野太い声
は不利を免れない。
BK ／プロが使う秘密の日本語／高島徹治／幻冬舎／ 2004

そのあげく〔接続詞/継起/〕
◇ひるがえっていまの日本はどうだろう。若いベンチ
ャー企業経営者が利益を出しているときは、やれあ
いつは二〇代のくせにフェラーリに乗っているだの、
贅沢なフランス料理ばかり食っているだのとやっか
む。少しでも壁に突き当たろうものなら、それ見た
ことかとバッシングをし、人格を否定するような非
難さえ浴びせる。そのあげく、どうせ日本にはイノ
ベーションなど期待できないのだとしたり顔で語っ
てしまう。
BK ／企業家の条件／米倉誠一郎／ダイヤモンド社／ 2003

◇晃児の勤務先に電話をして、結婚式の噂を知った。市
役所の戸籍課に問い合わせてみた。そのあげく、自
分が籍を抜かれている事実を知って驚愕し、酒田署
に告発したのだった。
PM ／週刊新潮 2005 年 3 月 31 日号（第 50 巻第 13 号、通巻 2491 号）／井口民
樹・週刊新潮編集部／新潮社／ 2005

そこへもってきて〔接続詞/添加/〕
◇歌う歌手が多くなったね。そこへもってきて、素人
がずい分出とるんで、素人だか玄人だかわからんね。
BK ／「文芸春秋」にみる昭和史 第 3 巻／横井庄一／文芸春秋／ 1988

◇それで七十年代の前半に完成したいといっても、こ
れは並み大抵のものじゃないのですよ。いろいろな
問題があります。そこへ持ってきて、突然第三京阪
道路計画が出てきて、そして道路の必要性よりもむ
しろ仕事の振り分けみたいな感じで、日本道路公団
に第二がいったので、
MD ／国会会議録第 104 回国会／ 1986

そのあげくに〔接続詞/継起/〕
◇できることなら自分のそういう忌々しい過去をきれ
いに抹殺してしまいたくなる」と書くようになる。
そのあげくに、渡辺はひとつの試みを行なうに至る
のである。
BK ／『きけわだつみのこえ』の戦後史／保阪正康／文藝春秋／ 2002

そのあと〔接続詞/先後/〕
◇通路を歩みよってわきに立ち、周囲のまばらな客に
目をやった。ごく短いが鋭い一瞥だった。そのあと、
彼は柔和な声をかけてきた。
BK ／ひまわりの祝祭／藤原伊織／講談社／ 2000

そ

そのあいだ〔接続詞/同時/〕
◇それから桃をいくつか食べ、缶に口をつけてずるず
ると汁を飲んだ。そのあいだ私はウィスキーのポケッ
ト瓶を出して、二口か三口飲んだ。
BK ／世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド／村上春樹／新潮社／ 1985

◇あれは、長谷川理恵ちゃんが「ＣａｎＣａｍ」のチ
ョー売れっ子だったときに始まったんです。そのあ
と、梨花ちゃんとか紀香ちゃんとかモデルのグルー
プができて、その中に私も入ってたんですね。
PM ／週刊朝日 2002 年 8 月 15-22 日合併号（第 108 巻第 38 号、通巻 4577 号）
／週刊朝日編集部・林真理子・米倉涼子／朝日新聞社／ 2003

そのあいだに〔接続詞/同時/〕
◇それから眠気がおそってきたので、アマモの寝床で横
になると、深い眠りにおちた。そのあいだに、
〈ノー
チラス号〉は黒潮の速い流れを横切って、すべるよ
うに走っていた。
BK ／海底二万里 上／私市保彦／岩波書店／ 2005

◇父親は朝食をすませたあといったん外出して、昼ま
でに戻って来る。そのあいだにこの「ふつうの家」の

◇午前中は奥沢の『九品仏』で三年に一度しか見られ
ない仏様と伝統行事を鑑賞。そのあとアイス屋さん
からコチラへ。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

そのあとで〔接続詞/先後/〕
◇手順４で予定を入れる時刻を間違えてクリックした
ときは、一度、別の時刻をクリックします。そのあ
とで、正しい時刻をクリックすると、目的の時刻を
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選べます。
BK ／できる Palm CLIE ／ Visor 対応／ 株式会社インプレスジャパン・根本佳
子／インプレス；インプレスコミュニケーションズ (発売) ／ 2001

◇一例が世界の大富豪ウイリアム・ロックフェラーだ
が、彼は子供を教育するさい、子供が大事にしてい
る物を騙して取り上げ、そのあとで騙されないよう
によく注意しろよ、と言って親許から追い出した。
PM ／新潮４５ 2001 年 5 月号（第 20 巻 5 号、通巻 229 号）／早瀬利之／新潮社
／ 2001

◇以前、ココアがいいと言ったら、日本中のココアが
馬鹿売れし、そのあとで高脂血症が増えたとか。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

そのあとに〔接続詞/先後/〕
◇今回の反日デモの参加者たちは当初、
「日本の国連常
任理事国入りに抗議する」と言明していた。そのあ
とに「歴史問題」をつけ加えてきた。
BK ／中国「反日」の虚妄／古森義久／ PHP 研究所／ 2005

無用のコンプレックスを抱いたり、イジメに遭った
りすることのないようにという配慮による処置とも
考えられる。その一方でクラスの中に難聴児がいる
ということは先生方にとっては大きな負担になるの
で、この際クラスのお荷物を一ヵ所にまとめて教育
してしまえという発想の産物という見方もあった。
BK ／可能性に挑んだ聴覚障害者／加藤光二／文理閣／ 2005

◇スーダンにおいては、２００５年１月に、北部のスー
ダン政府と南部の反政府勢力（スーダン人民解放運
動：ＳＰＬＭ）との間で和平協定が締結され、２０
年以上続いていた南北内戦の終結が実現した。その
一方で、スーダン西部のダルフール地域においては
依然として大規模な人道上の危機が見られることか
ら、国際社会も大きな懸念を有しており、アフリカ
連合（ＡＵ）は停戦監視団派遣や和平交渉の仲介を
するなど、問題の解決に努めてきている。
WR ／外交青書／外務省総合外交政策局政策室企画課／（株）太陽美術／ 2005

◇一度メークを落として基礎化粧品をつけ直すのが理
想的です。その後に保湿効果のあるファンデーショ
ンで薄くメークアップ。
PM ／ミマン 2001 年 5 月号（通巻 117 号）／実著者不明／文化出版局／ 2001

◇染まりにくい、もみ上げ付近や、襟足あたりに最初
に塗って時間を少し置く。そのあとに全体にむらな
く塗っていく。

◇パキスタン軍は先月から部族地域の一角で本格的な
掃討作戦を展開してきた。だが、その一方でアフガ
ニスタン駐留の米軍のパキスタン側への越境攻撃に
は強く反発、米軍が飛ばしたと思われる無人偵察機
を撃ち落としたとの情報もある。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

その一方〔接続詞/対比/〕
◇こうした吉宗の意向は、国内に新しい薬剤を求めた
り、測量器や時計を試作させたり、さつまいも、砂糖
といったそれまで日本になかったものを新しく作る
ように促した。蘭学が広まったのも吉宗の影響が大
きい。その一方、新しいものばかりではなく古書や
古い絵画、古典音楽の再興、染色などとともに、久
しく絶えていた曲水の宴 (（註）) を復活させたりし
た功績も大きいといわれている。
BK ／南蛮から来た食文化／江後迪子／弦書房／ 2004

その上〔接続詞/添加/〕
◇白い肌も物腰のやさしさもあのときのままなのに、
生彩がない。そのうえ、蓮空はまるで長身を恥じる
かのように、背を丸めていた。
BK ／水底の棺／中川なをみ／くもん出版／ 2002

◇生き方も確固たるものを持っている。その上、逞し
く、潔い。
PM ／青春と読書 2002 年 5 月号（第 37 巻第 5 号、通巻 309 号）／唯川恵／集英
社／ 2002

◇１５時までの約１時間、パパと一緒におやつを食べ
ていいことにしました。その上、ジュースまで出し
てあげちゃいました。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

◇環境にやさしい都市交通として脚光を浴びつつある
路面電車。各地で「ＬＲＴ」を中心に復活を目指す
動きが起きている。その一方、この春、廃線になる
都市もある。
PN ／朝日新聞 2005.2.4 ／北沢卓也／株式会社朝日新聞社／ 2005

◇マスコミ・人権団体では、人間であることを認める
ことさえしたくない存在である犯罪者の人権を主張
し、名誉やプライバシーを尊重・保護します。その
一方、故人に対しては被害者であるのにもかかわら
ず、その名誉やプライバシーは尊重もされなければ
保護もされません。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

その上で〔接続詞/条件/〕
◇それまでの移植手術をあらゆる角度から検討し直し
た。そのうえで腎移植手術を次々と執刀し、みごと
成功させていった。
BK ／移植医療を築いた二人の男／ 木村良一／産経新聞ニュースサービス；扶桑社 (発
売) ／ 2002

◇この３ヵ国との対戦に限って、日本代表にアドバイ
スするとしたら、現在のトルシエ監督と同じく、派
手な空中戦は避けて、徹底的に守備を固める。その
上で、中盤より後ろの選手にいち早くボールをトッ
プに上げるよう指示すると思う。
PM ／週刊現代 2002 年 1 月 19 日号（第 44 巻第 3 号）／週刊現代編集部／講談社
／ 2002

その一方で〔接続詞/対比/〕
◇善意に解釈すれば難聴児が普通児と接触することで

◇安くすむなら、金額と業者名を出品ページに明記し
ましょう。他の業者や郵便局のもね。比較出来るよ

そ
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うに。その上で、落札者に選んでもらえばいいです。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

その上に〔接続詞/添加/〕
◇東洋医学は、虚と実とか陰と陽とかといって、ちょっ
と古くさい。そのうえに哲学めいて一般にはわかり
にくい。
BK ／脳内革命 2 ／春山茂雄／サンマーク出版；サンマーク (発売) ／ 1996

◇国税局時代のルートで、いまでも内密の情報が入る
ということも考えられる。そのうえに、藤田との情
報のやりとりがあるとなれば、日継周囲の裏話は、
ふんだんに集まるであろう。
PM ／週刊文春 2001 年 5 月 10 日号（第 43 巻第 17 号、通巻 2126 号）／服部真
誠文藝春秋／ 2001

◇度胸のない人の多くは、すべてにおいていい加減で
あったりしながらも 出来ない事に理論や理屈を捏
ね回し自己を正当化してしまいやすい傾向がありま
す。その上に出来なかった事をあれこれ人から指摘
を受けると開き直ろうとする意思の弱さを持ってい
ます。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

そのうち〔接続詞/継起/〕
◇このように日常生活のさまざまな場面で、プラスイ
メージでものごとを考えるようにしてみてください。
そのうち徐々に楽観主義的な考え方ができるように
なってきます。

そのおかげで〔接続詞/因果/〕
◇旧前川邸は一般公開はしていない。そのおかげで、
今でも百数十年前のたたずまいがそのまま残されて
いる。
BK ／新選組永倉新八のひ孫がつくった本／河村一男・杉村和紀・田野十二雄・横田俊
宏／柏艪舎；星雲社 (発売) ／ 2005

◇ＤＶＤの規格自体がＤＶＤ‐ＲＡＭ、ＤＶＤ‐Ｒ／
ＲＷ、ＤＶＤ＋Ｒ／ＲＷと乱立しているが、それを
ＤＶＤマルチやＤＶＤ±Ｒ／ＲＷといった形でドラ
イブ側が吸収してしまった。そのおかげで、規格に
それほどこだわらずに購入できるようになった。
PM ／ＡＳＡＨＩパソコン 2004 年 2 月 15 日号（通巻 353 号）／朝日新聞出版／朝
日新聞社／ 2004

◇パンを何度もお代り。そのおかげで、料理が入らな
くなったくらいですから〜
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

そのかわり〔接続詞/対比/〕
◇ママに泣いてもいいんだよ。そのかわり、がんばっ
て歩こうね
BK ／お母さんの抱っこでよい子に育つ／萩原光／ PHP 研究所／ 2005

◇冬はとても暖かくていいですよ。そのかわり、夏は
大変ですが
PM ／新しい住まいの設計／ 2001 年 11 月号（第 41 巻第 11 号、通巻第 525 号）
／新しい住まいの設計編集部／扶桑社／ 2001

◇賭けなきゃ、何も手に入れられません。その代わり、
賭けて失敗したら、失うこともあります。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

BK ／帯津良一の五十歳からの養生入門／帯津良一／海竜社／ 2004

◇ある社長は、アイドル好きでグラビアをいつも見て
いたから、センスが磨かれ、そのうち「アイキュー
ピッド」などというマニアックな雑誌を成功させて
しまった。
PM ／プレジデント 2001 年 10 月 29 日号（第 39 巻第 22 号）／勝見明・プレジデ
ント編集部・森永卓郎／プレジデント社／ 2001

◇皆さんも、サッカーを見てみてください、最初はぱっ
としないけど、そのうち、だんだん、燃えてきます
から。。。。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

そ

そのうちに〔接続詞/継起/〕
◇山男は日当りのいいかれ芝の上に寝転んで青い空を
眺めている。そのうちに眠気に誘われ、夢を見る。

その代わりに〔接続詞/対比/〕
◇楽をして成績を上げることはできないのです。その
かわりに、頑張れば誰でも実績を挙げることができ
る。
BK ／団塊老人／三田誠広／新潮社／ 2004

◇次に益美が一人で現れたとき、
「ご両親に挨拶しなく
ては」と言ったが、晃児は「おふくろが臥せってい
るから」と、会わせなかった。そのかわりに、式場
選びや結婚指輪の注文などに熱心に付き合った。
PM ／週刊新潮 2005 年 3 月 31 日号（第 50 巻第 13 号、通巻 2491 号）／井口民
樹・週刊新潮編集部／新潮社／ 2005

◇先生はクラブ活動に参加しない。その代わりに父兄
がコーチをしたり、私立のクラブに任せる。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

BK ／宮沢賢治の旅／松田司郎／五柳書運 1988

◇何人かで自宅からはしを持ってきて食べてみてくだ
さい。そのうちに賛同者が増えていけば、先生も職
員会議などで報告するかも知れません。
PN ／読売新聞 2003.2.12 ／（い）
・読売新聞東京本社／株式会社読売新聞社／ 2003

◇行った、機雷がもう本当になかった、あるいは少な
かった。何しに来たんですか。手間をとった。その
うちに、どこをやるんだこうだなんて言っているう
ちに実際の作業がわずかでおしまいになっちゃう。
MD ／国会会議録第 120 回国会／ 1991

そのくせ〔接続詞/対比/〕
◇「ちどりばしまで、やなぎ なん本あるかな。」 い
いだしたのは あゆみちゃんだ。そのくせ じぶん
は、とちゅうで かぞえるのをやめちゃってる。
BK ／へんてこりんのかえりみち 2 ／山下夕美子／ PHP 研究所／ 1993

◇事態を説明する柘和子の話は途切れ途切れで、酩酊
したまま話しているせいか、素直に頭に染み込んで
いかない。そのくせ、深刻なトラブルに陥ったとい
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うことだけは、十分過ぎるほどに伝わって来ている。
PM ／週刊文春 2001 年 5 月 10 日号（第 43 巻第 17 号、通巻 2126 号）／服部真
誠文藝春秋／ 2001

◇黒人とか東南アジアの人すごい見下してるそのくせ、
自分がちょっと差別的な扱い受けると大騒ぎするし
呆れる。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

そのくせに〔接続詞/対比/〕
◇誰がどんな基準で、そんな「１５０個の重要構文」な
ど決めたのだと追及しても、誰も責任を取る者がい
ないという奇妙な世界である。そのくせに、
「学生が
学習すべき範囲は決まっているのだ」と言う

なった。大平さんにも抗議がいった。そのせいか、鈴
木総裁は総理になったとき、とうとう来てくれなか
った。
BK ／つき合い方人間学／竹村健一／青春出版社／ 1981

◇最近、文章を書く機会といえば友人とのメールのや
り取りばかりです。そのせいか、自分の書くものが
３０歳という年齢のわりにはとても幼い気がします。
PM ／ＣＯＳＭＯＰＯＬＩＴＡＮ日本版 2004 年 11 月号（第 26 巻第 11 号、通巻
288 号）／中込久理・菊地美香子・齋藤薫・集英社／集英社／ 2004

◇最近派遣で働き始めたのですが、人間関係がうまく
いっていません。そのせいか、夫に依存してしまうと
いうか、甘えたくて一緒にいたくて仕方ありません。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

BK ／英文法の謎を解く 続／副島隆彦／筑摩書房／ 1997

その結果〔接続詞/因果/〕
◇どのような分野でも産業技術は次第に高度化する。
その結果、学問に基づいた本物の技術しか通用しな
いということがいろいろな産業分野でいま始まって
いる。
BK ／復活！日本の半導体産業／大見忠弘／財界研究所／ 2004

◇東大阪市では、浸水被害の軽減を図るため、下水道
による雨水貯留管や学校の校庭を利用した雨水貯留
施設の整備に取り組んできました。その結果、現在
市全体で約１０万ｍ (３) の雨水の貯留能力を持つに
至りました。
WR ／国土交通白書／国土交通省総合政策局政策課／ぎょうせい／ 2005

◇インターネット中毒にかかってしまい、パソコンが
やめられません。その結果視力を落としてしまい、
目が悪くなってしまいました。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

その際〔接続詞/同時/〕
◇この８月、私はイギリスに行った。テレビの仕事が
あって、イギリスで虫採り関係の撮影をした。その
際、彼女の家を訪問する機会があった。
BK ／私の脳はなぜ虫が好きか？／養老孟司／日経 BP 社；日経 BP 出版センター (発
売) ／ 2005

◇朝晩の一日二回の使用が理想的ですが、一回の場合
は夜に使ったほうが効果があがります。就寝時には、
血液が髪にも十分に供給されるからです。そのさい、
洗髪後の清潔な頭皮に塗布すれば、毛穴に有効成分
が浸透しやすくなり、より効果的です。
PM ／安心 2002 年 8 月号（第 20 巻第 8 号）／安心編集部・桑名隆一郎／マキノ出
版／ 2002

◇電池は単１や単２はあるそうですが、単３は売り切
れて無くなるそうです。 ラジオ等に使っておられ
るのでしたら予備に買い置きを。。。その際、冷蔵庫
に入れておくと放電しないそうです。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

そのせいか〔接続詞/因果/〕
◇この総理大臣の出演は、もちろん他局の間で問題に

そのせいで〔接続詞/因果/〕
◇つまり気圧が低い。その分、水の沸点が低くなって、
炊飯器の米が早く沸騰する。そのせいで、半煮えに
なるのだ。
BK ／人・ひんと・ヒット／上前淳一郎／文芸春秋／ 1990

◇建築家と一緒にアンティークショップやタイル屋な
どをまわり、すべて現物を見てから新居に取り入れ
るかどうかを決めていきました。そのせいで建築家
との打ち合わせだけに半年、家が完成するまでには
２年間かかりました。
PM ／ビズ第 36 号（2005 年夏号、第 7 巻第 3 号）／ビズ編集部／ベネッセコーポ
レーション／ 2005

そのため〔接続詞/因果/〕
◇撤退は、最終的にトップの決断によって決まる。そ
のため、トップの決断力に社内外の注目が集まる。
BK ／戦略的事業撤退／ 日沖健／ NTT 出版／ 2002

◇これにより実際の現場でも使われるようなＰＣや機
材を１人１台以上確保することを実現しているだけ
でなく、１クラス約２０名前後の生徒に対して２名
以上の講師が指導しているのだ。そのため生徒１人
１人に、より細かい指導が行き渡り、生徒も質問を
しやすくなっている。
PM ／アニメージュ2005 年 12 月号（第 28 巻第 12 号）／アニメージュ編集部／徳
間書店／ 2005

◇チームのレギュラーとして活躍したシシをヴァジャ
ドリーは手放したくない。そのため、完全移籍を目
指してヴァレンシアと交渉するものとみられている。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

そのためか〔接続詞/因果/〕
◇わたしたち子どもは夫婦ゲンカというものを一度も
みずに育ったのです。そのためか、わたしの姉や妹
も夫婦ゲンカをしません。
BK ／魂の行脚 下／鑑天意子／知道出版／ 2004

◇アメリカのベースボール人口とソフトボール人口は、
今大きく落ち込んでいる。そのためか、メジャーリー

そ
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グも外国人選手が大活躍している。
PM ／ソフトボール・マガジン 2003 年 11 月号（第 27 巻第 11 号、通算 321 号）
／ソフトボール・マガジン編集部・吉村正／ベースボール・マガジン社／ 2003

◇同じ理由から人用の乳製品はよろしくないと思いま
す。そのためか最近は犬用のアイスクリームも売っ
ています。

◇

国連と東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）が共催
して、異例の支援国会合を実現させた。その前に、国
連の潘基文（パン・ギムン）事務総長が自ら現地入
りし、軍政トップのタン・シュエ議長を説得した。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

そのために〔接続詞/因果/〕
◇一般の人たちは連絡船に乗ることができなかった。
そのために帰国者のほとんどは、小さな闇船に乗り
こんで、機雷が仕掛けられた玄界灘にくりだすほか
なかった。
BK ／ヒロシマを持ちかえった人々／市場淳子／凱風社／ 2005

◇ところが、創政会ができたことで橋本派が敵になっ
た。そのために真紀子さんは小泉首相と手を組んだ。
PM ／サンデー毎日 2003 年 10 月 5 日号（第 82 巻第 43 号、通巻 4582 号）／サ
ンデー毎日編集部／毎日新聞社／ 2003

◇私の希望している職種は、とても倍率が高く狭き門
です。そのために大学のほかに専門学校に通ってい
ます。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

そのゆえに〔接続詞/因果/〕
◇おそらくこのさいの東国大叛乱は、藤太には同族だっ
たろう。そのゆえに彼が鎮圧に遣されたのであり、主
だった頭の最小の犠牲でおさめたがゆえに、彼はそ
の後もかえって同族のひろがる東の国で安住しえた
のだろう。
BK ／内蔵助、蜩の構え／ 津名道代／海鳴社／ 2002

そばから〔接続助詞/継起/動詞連体形・た形〕
◇ビデオは、原稿を書きながら読み返すみたいに、撮っ
てるそばから見返していけるっていう気楽さはあり
ますよね。
BK ／ビデオ作家の視点／楠かつのり・谷川俊太郎・中島崇／平凡社／ 1991

◇「雪は、作られるそばから、落ちてくるのさ―」
PM ／オール讀物平成 14 年 2 月号（第 57 巻第 2 号）／夢枕獏／文藝春秋／ 2002

その途端〔接続詞/継起/〕
◇こんな夜更けにと思いつつ月子はドアを開けた。そ
のとたん、男が月子を突きとばす勢いで飛び込んで
来た。
BK ／男について／ 松原敏春／ TIS ／ 1990

◇思わず立ち上がった。そのとたん、鍋の中からもち
がとびだし、和尚さんの体にくっついた。
PM ／ちゃぐりん 2004 年 4 月号（第 41 巻第 4 号）／西本鶏介／家の光協会／ 2004

◇旅先で喧嘩し、それが原因で２年近かった同棲を一
方的に解消されました。その途端、社内のある女性
とますます仲がよくなったようで、私に嘘付いて飲
みに行かれたり土日も遊んだりされてしまい、その
ことが原因で喧嘩が絶えませんでした。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

そ

そのとたんに〔接続詞/継起/〕
◇そこで川へ行って、冷たい水の中にはいりました。そ
のとたんに、身ぶるいがきて、気が遠くなりました。
BK ／自立／山室静／ポプラ社／ 2002

その前に〔接続詞/先後/〕
◇今の二人が何を持っているのか、どこか明るい場所
で確かめたかった。その前に、このムッチリと木の
茂る森を抜けていかなければならない。
BK ／上と外 2 ／恩田陸／幻冬舎／ 2000

◇私の部屋はとても狭いからここで話しましょうか。
その前にちょっとコートを脱いでくるから、待って
いて
PM ／群像 2001 年 7 月号／佐伯一麦・高井有一／講談社／ 2001

◇扇ぐそばから汗たらり…。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

そやけど〔接続詞/逆接/〕
◇「ぼくは文学部やから、医学部に友だちはいてませ
んねェ。そやけど、高校生のときに仲の良かった同
級生が、ひとり医者になってます」
BK ／夢見通りの人々／宮本輝／新潮社／ 1989

◇あんなに悩んだ自分は，一体何やったんや。そやけ
ど，川添さんが納得するくらいやから，世の中の人
はきっと受け入れてくれるやろ。
PM ／日経エレクトロニクス 2002 年 6 月 3 日号（第 823 号）／日経エレクトロニ
クス編集部／日経 BP 社／ 2002

◇私はスパイ大きらいですよ、スパイするようなこと
きらいなんでね、いろいろと細かく。そやけど私は
大阪の人間です、
MD ／国会会議録第 080 回国会／ 1977

それがかえって〔接続詞/対比/〕
◇もう、セイラの声が聞こえない。それがかえって不
気味でもある。
BK ／堕天戦士 2 ／団竜彦／集英社／ 1991

◇ご両親が医師だったため、娘さんに付き添いながら
症状を観察し、こういう治療が必要ではないかと事
細かに言われたのですが、それがかえって担当医の
反発を招いてしまったようです。
PM ／中央公論 2004 年 12 月号（第 109 巻第 12 号、1447 号）／石川寛俊・近藤
誠・中央公論編集部／中央公論新社／ 2004

それがために〔接続詞/因果/〕
◇日本では低成長とはいうものの、国民所得は着実に
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増え、貿易黒字も拡大している。それがために貿易
摩擦が起こり、対米関係が緊張している。
BK ／人類みな兄弟／笹川良一／講談社／ 1985

◇木材等の採算性の悪化によりまして、非常に、林業
の生産活動と申しましょうか、そういうものが停滞
してきております。それがために森林の持つ多様な
機能が発揮できない、支障を来しているというふう
に私は考えているところであります。
MD ／国会会議録第 151 回国会／ 2001

それがゆえに〔接続詞/因果/〕
◇とくにジャンクは中国人の思想の具象化したものと
いえるし、また完成度が高く、それがゆえに自己完
結型だった近代以前の中国文明をいきいきと感じる
ことができるのである。
BK ／中国・[ビン] のみち／愛宕松男・司馬遼太郎／朝日新聞社／ 2005

◇いずれにしましても橋のかかっている割合が非常に
低いのじゃないかなと私は思うわけです。それがゆ
えに毎日毎日ラジオでも放送しているように大変な
渋滞が起こっているのじゃないのかな、そういうふ
うに思いますので、現在どういう状況になっている
か、お聞かせ願いたいと思います。
MD ／国会会議録第 104 回国会／ 1986

それから〔接続詞/添加/〕
◇彼はチェーンをはずし、錠を解いた。それから、ド
アを開けた。
BK ／チェーンレター／青沼静也／角川書店／ 2001

◇テストドライバーというのは、実際にクルマを走ら
せてタイムの安定度とかミスの種類とか、エンジニ
アとのコミュニケーション、技術的フィードバック
はどのくらいできるか。あと、スタミナ、それから
精神的な強さも要求される。
PM ／週刊プレイボーイ 2002 年 1 月 15・22 日号（第 37 巻第 2 号、No.3・4）
／週刊プレイボーイ編集部・松井誠／集英社／ 2002

◇もう返事は結構なんです。それから、あと一つ大事
な話で、治水というのはやはり重たい伝統を持って
いるものですから、非常に大事な、これだけは外し
てはいけないというような点が幾つかあると思うん
です。
MD ／国会会議録第 147 回国会／ 2000

それからというもの〔接続詞/継起/〕
◇その晩は、そのまゝ別れたんですが、それからとい
うもの、僕たちの仲間を誘つてはバーでのみまくる。
BK ／安吾からの挑戦状／淡谷のり子・大下宇陀児・小野佐世男・小林真二・松井翠声／
ゆまに書房／ 2004

◇機械が続々開発され、長く続いてきた農業が変わっ
てゆくということを直感しました。それからという
もの、未来のことより過去のことばかりが気になり
始めたのです。
PM ／俳句研究 2005 年 12 月号（第 72 巻第 13 号）／宇多喜代子／富士見書房／
2005

◇以前はインプやフォレスター、Ｒ−１，２さらには
レガシィまでカッチョ悪い車ッて感じで鼻で笑って
いましたが今のレガシィをみて買ってしまいました。
それからというもの上のすべての車がカッコよく見
えてきて今ではセカンドにＲ−２か１が欲しくてた
まりません。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

それじゃ1 〔接続詞/条件/〕
◇景子の妹が来たとき、景子が越路の靴下まで穿かせ
るのを見て、お姉ちゃん、ちょっとやり過ぎじゃな
い。それじゃ、主婦というより奴隷だよと言ったぐ
らいである。
BK ／天使と悪魔のあいだ 上／生島治郎／角川書店／ 2002

◇田 それが面白いんですよ。
「門限は作るけど、用事
があって遅れるヤツは電話してこい。ＯＫだから」っ
て。金 なんや、それじゃ意味ないやないか。
PM ／週刊プレイボーイ 2001 年 5 月 1 日号（第 36 巻第 16 号、No.18）／金村義
明・週刊プレイボーイ編集部・田口壮／集英社／ 2001

◇新しいことをやって変わることについてやっぱりど
うしても消極的になると思うんですね。それじゃ、今
のままでいいのか、もっと町村で小さくなった方が
いいのか。
MD ／国会会議録第 154 回国会／ 2002

それじゃ2 〔接続詞/話題転換/〕
◇朝食をベッドに運んだら、あなたを起こすわ。それ
じゃ、おやすみなさい
BK ／恋の危険地帯／高橋庸子／ハーレクイン／ 2001

◇「うん、いいよ。先にお風呂入って寝てるから。―
はい、それじゃ」
PM ／小説現代 2002 年 9 月号（第 40 巻第 12 号）／赤川次郎／講談社／ 2002

◇私はこれは厚生省にお尋ねするわけですけれども厚
生省来てないね、呼んでください。それじゃ、自治
省にお尋ねします。
MD ／国会会議録第 078 回国会／ 1976

それだけに〔接続詞/因果/〕
◇ちょうど高度経済成長期で、父の仕事も順調のよう
だったが、それだけにともかく忙しかった。
BK ／若者はなぜ「決められない」か／長山靖生／筑摩書房／ 2003

◇試合前のトスに敗れて相手に風上のエンドを選択さ
れ、前半は守勢を強いられた。それだけに、ＰＫに
よる開始早々の先制点も大きかった。
PN ／中日新聞 2001.1.3 ／小杉繁之・中日新聞社／株式会社中日新聞社／ 2001

◇各種世論調査で「次の首相にふさわしい人」で常に
上位に名が挙がるようになったが、それだけに次の
内閣改造での麻生氏の去就は注目の的だ。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

それだったら〔接続詞/条件/〕

そ
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◇考えてみれば、鰯もお豆腐も食べれば、頭がたちま
ち良くなって成績アップ…とはいかないでしょう。そ
れだったら誰も苦労はしません。
BK ／英国スタイルの子育て整理術／佐藤よし子／ PHP 研究所／ 2002

◇首相は、行政改革がしたいのですよね？赤字を減ら
すために郵政民営化をとなえていたのでしょうか？
それだったら、まずは国会議員を１／３にカットす
るなどしたらいかがでしょうか？
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

それだのに〔接続詞/対比/〕
◇弟さんだけはどうか、誘惑してくれるな。私は、そ
う云って事を別けて頼んだのです。それだのに、彼
女はそれを冷然と跳ね付けたのです。
BK ／真珠夫人／菊池寛／アートブック本の森；コスミックインターナショナル (発売)
／ 2002

それで 1 〔接続詞/継起/〕
◇寂しい…というのをお酒に託してしまう。それで身
体をちょっと壊してしまったりする。
BK ／悲歌／佐高信／毎日新聞社／ 2005

◇よくこのあたりにレコードを買いに来るんです。そ
れで、ふらっと寄るんですよ
PM ／ＢＲＩＯ 2002 年 1 月号（第 4 巻第 1 号）／坂井淳一・ＢＲＩＯ編集部／光文
社／ 2002

◇とりあえずね、スタメンで使ってください。それで
ダメだったらあきらめるからさ。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

それで 2 〔接続詞/因果/〕
◇梅原さんは元来が医者で、モルヒネの代金は、かつ
て堕胎手術やいろいろに面倒見てやった人々を恐喝
したり縁故をたどって無理をいって得ていたのであっ
た。それで梅原さんはその人たちにとっては鬼にも
等しい存在であった。
BK ／素貧の書／丸山時漆養徳社／ 2005

◇寒い季節になると外出がおっくうになりますね。そ
れで、愛犬のお散歩もついサボりがち…。
PM ／いぬのきもち 2004 年 11 月号（第 31 号）／石和田陽一・いぬのきもち編集部
／ベネッセコーポレーション／ 2004

そ

◇このカモミールは、宿根草のローマンカモミール、
葉のほうに匂いが有ります。それで、刈り取った葉
は勿体無いから袋に入れてお風呂に入れる為に持ち
帰ろうと思いました。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

それでいて〔接続詞/添加/〕
◇なんとも不思議な女だった。それでいて、魅力的な
のだ。
BK ／必殺情炎剣／稲葉稔／コスミック出版；コスミックインターナショナル (発売) ／
2003

◇これらに独自のオプショナルユニットを付加する。そ
れでいて、価格はほとんどアップされていないから

お買い得といえよう。
PM ／ＧＥＮＲＯＱ 2001 年 1 月号（第 16 巻第 1 号、通巻 No.179）／ＧＥＮＲＯ
Ｑ編集部／三栄書房／ 2001

◇そばの風味を殺さない、それでいてそばの味に負け
ないバランスを大切にしています。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

それでこそ〔接続詞/因果/〕
◇今日の医療は、患者の立場に立って、患者が納得する
治療を提供することが求められている。それでこそ
医師と患者が共同して病気を治療することができる。
BK ／医療費の審査／ 橋本巌／清風堂書店／ 2004

◇調達よりもＳＣＭや製品共同開発の支援に注力すべ
きだと考えている。それでこそサプライヤを引き付
けられる
PM ／日経コンピュータ 2002 年 7 月 29 日号（第 553 号）／ UnitedBusinessMediaLLC・アキヨ・ブラウン・日経コンピュータ編集部／日経 BP 社／ 2002

◇一番の活路は別のヘルシー食品でなく、ヘルシー路
線メニューをドーナッツへ取り組み、それをスタバ
へ提供することだろう。それでこそドーナツ屋の意
地ではないか。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

それでは〔接続詞/条件/〕
◇あれら二人は、どう見ても若者ではない。しかし、大
人でもない。それでは、いったい何なのだ、
BK ／日はまた熱血ポンちゃん／山田詠美／講談社／ 2002

◇家庭では野菜を、生から炒めたり、たっぷりのお湯
でゆでてから炒めますが、それでは、半生になった
り、しんなりしすぎます。
PM ／暮しの手帖別冊何をいまさら！生活技術臨時増刊号通巻 347 号／暮しの手帖編集
部／暮しの手帖社／ 2004

◇そろそろ寝ることにしましょう、それではまた明日。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

それでも〔接続詞/条件/〕
◇話している言葉は英語だった。それでもエリコは、彼
らが日系人であることを疑わなかった。
BK ／エリコ／谷甲州／早川書房／ 1999

◇食料があふれる日本では、あえて鯨を食べる必要は
ないのかもしれない。それでも鯨に特別な思いを持
ち続けている人たちがいる。
PM ／週刊朝日 2002 年 6 月 7 日号（第 107 巻第 24 号、通巻 4503 号）／週刊朝
日編集部／朝日新聞社／ 2002

◇昨年１年間は育児休暇をとっていました。それでも
ボーナスだけは支給され、会社からの給与所得は６
０万程度ありました。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

それでもって〔接続詞/添加/〕
◇一所懸命その中国体制―つまり仁義礼智信を原理と
している儒教体制をとり入れて、それそのもので国
家体制を作って、
「東方礼儀の国」と中国人にいって
もらい、それでもって自分たちは文明国である、と
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してきたわけです。
BK ／司馬遼太郎が考えたこと 5 ／司馬遼太郎／新潮社／ 2002

◇本棚を眺めていると、おれは、時々そこに並んでい
るのが全部墓石に見えてくる。長方体の物体に書か
れた名前とタイトル。ほら、墓碑銘そっくりだろう。
こいつらも生きてる時はぎゃあぎゃあ騒いでたんだ。
そう思う。それでもって、神だの人生だのについて
あれこれいってたんだろう。
PN ／朝日新聞 2001.1.11 ／朝日新聞社・高橋源一郎・
（な）／株式会社朝日新聞社／
2001

◇壁紙はどこも、ほぼ白。真っ白で新しいです。それ
でもって、リビングの家具はすべて籐製品。

それどころか〔接続詞/対比/〕
◇姉は水を恐がったことなどなかった。それどころか、
雨が降っていても、傘を持って行かなかった。
BK ／光とゼラチンのライプチッヒ／多和田葉子／講談社／ 2000

◇まだ明るい展望が開けない。それどころかさらに景
気は落ち込み、デフレの様相を一層深刻なものにし
ている。
PM ／論座 2002 年 12 月号（通巻 91 号）／朝日新聞社・石弘光／朝日新聞社／ 2002

◇空から雨が落ちてこない。それどころか、５月下旬
にはたびたびあった雷雨も陰を潜めている。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

それと〔接続詞/添加/〕
◇今夜はみんなで、お庭でバーベキューよ。お肉とか
お魚とか、たくさん用意したの。それと、花火もし
ましょうね
BK ／約束の少年／七海花音／小学館／ 2005

◇ただ本は読む。どんなに忙しくても、一日一冊は読
みますよ。それと、デビューした後からはものすご
く原稿を書いた。
PM ／小説すばる 2002 年 5 月号（第 16 巻第 5 号）／浅田次郎・古処誠二・小説す
ばる編集部／集英社／ 2002

◇換羽で新しい羽根に栄養が必要ですから、小鳥さん
体が弱ってしまいますので。栄養剤や野菜をあげて
下さい。それと今までよりも主食を多く食べるかも
知れませんから、ご飯を切らさないように注意して
あげて下さいね。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

それとともに〔接続詞/添加/〕
◇外郭内にあった寺社も郭外へと移された。山王権現
は三宅坂上から赤坂へ、西本願寺は日本橋横山町か
ら築地へ、東本願寺は神田明神下から浅草へと移転
したのである。それとともに、門前町も移った。
BK ／「お江戸」の素朴な大疑問／中江克己／ PHP 研究所／ 2005

◇アカデミー賞はエミに、世界につながるパスポート
を与えた。ピーター・グリーナウェイや張芸謀など
世界的な演出家たちと、映画や舞台、オペラなどさ
まざまな表現の場で仕事をする機会に恵まれるよう
になったのである。それとともに、衣装を作ってく
れる職人たちとのつながりも日本だけに収まらなく
なっていった。
PM ／ＡＥＲＡ 2004 年 3 月 1 日号（第 17 巻第 9 号、通巻 851 号）／千葉望／朝
日新聞社／ 2004

◇皮膚科で診断を受ける必要がありそうです。それと
ともに食生活の改善をしてください。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

それというのも〔接続詞/因果/〕
◇もしかすると、わたしの仕事が終わるまで、一緒に
暮らすつもりだったのかもしれませんわ。それとい
うのも、ちょうど小説雑誌の連載が終わったところ
だったんです。次の連載開始まで暇があったようで
すから…
BK ／京都奥嵯峨柚子の里殺人事件／和久峻三／光文社／ 2005

◇いつも朝一番に来て、最後まで体育館に残っている。
それというのも、春からウクライナのサーカス学校
に留学するという目標があるからだ。
PM ／サンデー毎日 2003 年 1 月 19 日号（第 82 巻第 2 号、通巻 4541 号）／青野
丕緒・サンデー毎日編集部・益田敬子／毎日新聞社／ 2003

◇商店街あるいは中小零細小売業、この問題に絞って、
これから佐藤大臣また通産省中小企業庁に対してお
聞きしたいというふうに思います。それというのも、
特に商店街は、佐藤大臣の選挙区でもそうだと思い
ますが、今、大変に壊滅的なダメージの中で空き店
舗もふえておりますし、また、大店法等の規制緩和
の中で、あるいは二代目の育成等がなかなかままな
らず、厳しい状態に置かれているところが多いわけ
でございます。
MD ／国会会議録第 140 回国会／ 1997

それとも〔接続詞/並列/〕
◇車両の中はガラ空き状態で、那津の他は二、三組し
か乗客がいない。平日の昼前だからなのか、それと
も、いつもこうなのか。
BK ／ 7 ／瀬川ことび／角川書店／ 2002

◇だいたい、本当にファミリーレストランのテーブル
で仕事をする気があってああ言ったのか、それとも、
ヤスオと唐松に一言嫌味を言ってやりたくて言った
のか、自分でもわからない。
PM ／群像 2002 年 6 月号／角田光代／講談社／ 2002

◇忘れたフリをしているのか、それとも本当に忘れた
のか・
・
・
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

それなのに〔接続詞/対比/〕
◇クラフトマンは熱心だし、腕もいい。それなのに半
分の予算で可能になるのだから、当然、トロントや
モントリオールに仕事はどんどん流れていくという
わけだ。
BK ／私デザイン／石岡瑛子／講談社／ 2005

そ
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◇これまでにたった二度しか食べたことがない。それ
なのに、心をとらえて離さない菓子がある。
PN ／読売新聞 2002.7.29 ／小坂佳子・読売新聞東京本社／株式会社読売新聞社／
2002

◇私は、先輩より倍のスピードで仕事が出来る自信が
あります。それなのに、お給料は確実に先輩より低
いなんて、やる気が失せます・
・
・。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

それなら〔接続詞/条件/〕
◇宝石の類かもしれない、とも思ったが、それなら盗
まれれば警察に届けられるはずだった。
BK ／処刑の鐘を鳴らせ／勝目梓／コスミック出版；コスミックインターナショナル (発
売) ／ 2005

◇請人の南条は、高松藩の御用を勤めている。それな
らつじつまが合う…。
PM ／小説宝石 2001 年 4 月号（第 34 巻第 4 号）／浅黄斑／光文社／ 2001

◇あとサナダムシの実験のモニターになるという方法
もあります。それなら無料でもらえるみたいです。

くらべ、東南アジア系の人、あるいは中国人や韓国
人は、英語が非常に上手であって、語学の才能を持っ
ている
BK ／愛、無限／大川隆某幸福の科学経典部／ 1996

◇近くに寄ったらどうだろう。火山は別として、たい
ていは、たとえば北岳のように前山に隠れて見えな
くなってしまう。それに比べ、甲斐駒は人里の背後
に突兀と盛り上がり、雪と見まごう花崗岩の白さと
あいまって、近くに寄ってもなお自己顕示ぶりを発
揮する。
PM ／山と渓谷 2002 年 11 月号（通巻 808 号）／長沢洋・山と渓谷編集部／山と渓
谷社／ 2002

◇残念ながら我々日本人の多くが古文を読めません。
韓国はハングルでそれ以前の古典は漢字だろうから
無理でしょう。中国も今の簡体字を見ていると、古
典はまだしも日本人の方が読めるのではないかと錯
覚するくらいです。それに比べ英語はほとんど変化
していない？
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

それならば〔接続詞/条件/〕
◇巷に氾濫している競馬予想や理論本は９９％以上、
どれも参考にならない不満なものばかりでした。そ
れならば自分で作ろうと考えました。
BK ／競馬最強の法則 digital ／競馬最強の法則編集部／ベストセラーズ／ 2004

それに比べて〔接続詞/対比/〕
◇日本の若者に将来について質問すると、悲観的な答
えが返ってくることが多いという。それに比べて、中
国の若者は、八〇％以上が、
「明日は今日よりいいだ
ろう」と答える。
BK ／中国をどうみるか／金煕徳／ポプラ社／ 2004

◇田中をやめさせて下さい。それならば私も引きまし
ょう
PM ／週刊新潮 2005 年 3 月 31 日号（第 50 巻第 13 号、通巻 2491 号）／佐藤優・
週刊新潮編集部／新潮社／ 2005

◇生まれつき胃腸が弱いのですね。それならば、漢方
医の内科に行くべきです。

◇美智子皇后は、
『皇室の伝統は、祈りと継承です』と
常々言われています。継承、つまり皇統を次代に残
すということを非常に重くとらえておられる。それ
に比べて、雅子妃は認識が浅いのではないか
PM ／週刊現代 2004 年 6 月 19 日号（第 46 巻第 24 号）／週刊現代編集部／講談
社／ 2004

YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

それに〔接続詞/添加/〕
◇まだまだ序盤です。十分まにあう。それに、こんど
はじっくりやります。

◇ただしあれは、ミシシッピー川という、広いアメリ
カでもずばぬけて大きな川での冒険物語でした。そ
れにくらべて、グリーン・ノウの川は、イギリスと
いうせまい国の小さな川です。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

BK ／小説兜町／清水一行／青樹社／ 1993

そ

◇サッカーは個人でやるのではないので、個人能力頼
みではダメだと思う。それに、韓国の選手はすでに
個人技はうまい。だからこそ組織力をつければ、一
段階高いチームになる
PN ／朝日新聞 2005.5.17 ／朝日新聞社・中小路徹／株式会社朝日新聞社／ 2005

◇うちのマンション前のごみ置き場に最近自転車が置
いてあります。もう一週間ぐらい・
・
・不法投棄なの
か、よその人が駐輪場代わりにそこに置いてるのか
わかりませんが、ごみ置き場なのでゴミの日はとて
も邪魔です。それに隣が駐車場になってるのでもし
風が吹いて倒れたりしたら車に当たると思うんです。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

それに比べ〔接続詞/対比/〕
◇日本人は英語が下手で、語学的才能はない。それに

それに加え〔接続詞/添加/〕
◇不良債権の市場価格は、貸出の簿価から貸倒引当金
を差し引いた実質簿価よりもかなり低くなる傾向が
ある。それにくわえ、日本では貸出債権の流通市場
が未成熟であり、価格体系が確立されていないため
に、不当に安い価格しかつかないという説もある。
BK ／反常識の日本経済再生論／益田安良／日本評論社／ 2003

◇いやそんなのはまだましな方で、ときには弁当とお
茶を持参して星空の下で夜を明かすなんてことも珍
しくない。それに加え、暑さ寒さの我慢も当然、当
たり前という感覚だ。
PM ／クロワッサン 2005 年 7 月 25 日号（No.665、第 29 巻第 14 号）／クロワッ
サン編集部／マガジンハウス／ 2005

それに加えて〔接続詞/添加/〕
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◇「お客様に満足を！」という抽象的な標語だけでは、
人を動かすには力不足である。それにくわえて細か
いマニュアルを叩きこまれてこそ、客に満足を与え
るような接客を心がけるようになるのだ。
BK ／勝つための「心理戦略」 ／内藤誼人／光文社／ 2001

◇さらに腰椎の前弯が強いと、この傾向はさらに強ま
ります。それに加えて、サッカーに特有の負荷によっ
て、腰椎、骨盤、股関節の筋が影響を受け、この傾
向がさらに増強されます。
PM ／コーチング・クリニック 2001 年 2 月号（第 15 巻第 2 号、通算 139 号）／今
井純子／ベースボール・マガジン社／ 2001

◇辞職の理由は様々ですがこれだけでもかなり応募に
際してマイナス要素であることはわかっています。そ
れに加えて、一度も管理職経験のない３０代は更に
印象が悪いでしょうか？
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

それにしても 1 〔接続詞/話題転換/〕
◇洗濯物や使用済みフィルムを入れたトランクを預け
てあるホテル・ベルヴェーに再びチェックインした。
古ぼけているので八〇マルクはやけに高いと感じる
のだが、サラエボのホリデーインよりは断然良心的
である。それにしても、いつ行っても部屋が空いて
いるおかしなホテルである。
BK ／不肖・宮嶋のネェちゃん撮らせんかい！／ 宮嶋茂樹／文藝春秋／ 2001

◇かまへん、かまへん。それにしても片岡とガッツは、
やっぱりどっかで繋がっとんねんなぁ。
PM ／週刊プレイボーイ 2002 年 7 月 9 日号（第 37 巻第 25 号、No.28）／小笠原
道大・金村義明・週刊プレイボーイ編集部／集英社／ 2002

◇感動です。それにしても、こんなに早い産卵は予想
外だ。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

期的視点に移っていきます。
BK ／経済学の歴史に学ぶ／ 福田泰久／清風堂書店／ 2003

◇ソ連が崩壊した時、米国はアジアへの影響力を維持
することが国益にかなうという基本戦略を立てた。
それに対し、日本側には冷戦後の外交をどう考える
かという戦略がない。
PN ／朝日新聞 2001.9.4 ／株式会社朝日新聞社／ 2001

◇ＩＮＳ６４と呼ばれる一般向けのデジタル回線は、
アナログ電話で使用している銅線をそのまま使用し
ます。それに対し、ＩＮＳ１５００は光ファイバを
使用します。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

それに対して〔接続詞/対比/〕
◇二〇一二年時点で日本人の平均寿命は男性が七八歳、
女性が八五歳。それに対して、一九七〇年を取るな
ら、男性が六九歳、女性が七四歳。
BK ／日本の論点 2004 ／文藝春秋ライツ管理部・水木楊／文藝春秋／ 2003

◇角さんは、どっかと座り込むとやおら紙とペンを取り
出して、何事か書き付けては「吉田首相があの時…」
なんて「解説」を一生懸命してくれる。パパパッと
話を終えると慌ただしく席を立って、いずこにか消
える、という感じでした。それに対して大平さんは、
どちらかというと聞き役の風情でした。
PM ／中央公論 2001 年 9 月号（第 116 巻第 9 号、1408 号）／奥島貞雄・中央公
論編集部／中央公論新社／ 2001

◇東大などの場合は、当然のことながら東大教授や東
大の大学院教育にかかわっている研究機関の教授が
選任されますので、その難易度は相当高いです。そ
れにたいして、そうでない大学はそれなりの教授が
当たるわけですから・
・
・。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

2

それにしても 〔接続詞/条件/〕
◇現代中国の認識が多少錆びついていることは、自分
でも自覚しているが、それにしても江沢民体制には、
あまり魅力を感じない。
BK ／『三国志』のおもしろくて新しい読み方／伴野朗・正木義也／総合法令出版／ 2000

◇取材していたテーマが偶然私事と絡み合い、理解が
深まるということはありますが、それにしても、奥
さまに先立たれるという辛い出来事の経過をここま
で克明に書かれたことは、じつに意義深い。
PM ／Ｖｏｉｃｅ平成 17 年 12 月号（通巻 336 号）／尾崎真理子・徳岡孝夫・Ｖｏｉ
ｃｅ編集部／ PHP 研究所／ 2005

◇平均年齢や経験年数が異なるため正確な比較とは言
えないが、それにしても介護職員の賃金が低すぎる
ことは確か。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

それに対し〔接続詞/対比/〕
◇古典派経済学は資本主義発展期の経済のリズムが比
較的安定した時期の理論でした。それにたいし資本
主義の矛盾が激化してきますと、長期的視点から短

それにつけても〔接続詞/添加/〕
◇七年間も無事に日本で仕事をすることはとうていで
きなかっただろう。それにつけても、一番役に立っ
たのは才能でもなければ、モスクワ諜報学校の試験
に合格したことでもなかった。
BK ／ゾルゲの見た日本／外務省情報文化局／みすず書房／ 2003

◇成四年度予算案に盛られた政策が、あすの経営を築
く強力な支援策として、中小企業の経営者、従業員
から期待されているのは疑いようのない事実でござ
います。それにつけても思いますのは、この予算案
が国会に提出されてからほぼ一カ月間経過いたして
おります。世
MD ／国会会議録第 123 回国会／ 1992

それに伴ない〔接続詞/継起/〕
◇トリフェニルメタンのロイコ体が、光照射によりイ
オン解離すると、それに伴ないゲルは膨潤し、約二

そ
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倍となった。
BK ／光が活躍する／入江正浩／大日本図書／ 1993

◇経済的な豊かさは享受しても、気がつくと多くの分
野で、ものづくりがおこなわれなくなり、それにと
もない技術も失われてしまいました。
PM ／現代 2005 年 4 月号（第 39 巻第 4 号）／現代編集部・水谷研治／講談社／
2005

◇６月上旬から社員登用を目指して、東京の会社にま
ずアルバイトとして働き始めることになりました。
それに伴い引越しをするのですが、住所変更、免許
の住所変更等の手続きの仕方、順番がはっきりわか
りません。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

それに伴って〔接続詞/継起/〕
◇二〇二〇年以降は中国においても社会の高齢化が急
速に進み、それに伴って貯蓄率も低下すると予想さ
れる。
BK ／中国ビジネスこれから 10 年／ 関志雄／日本経済新聞社／ 2005

◇南米アンデスの歴史は、３つのホライズン（中央集
権的政治システムが存在し、それにともなってひと
つの文化スタイルが普及すること）からなっている。
PM ／ムー 2002 年 2 月号（No.255、第 24 巻第 2 号）／泉保也・ムー編集部／学
習研究社／ 2002

◇現在では、住民基本台帳の主旨は、国民個々の存在
等を管理することにあり、それに伴って生活保護な
どを含めた日本人として国籍を有した人物の保護や
権利を、有効的に利用され、更に犯罪に対する抑制
力（偽造、詐欺）なども、向上できるとされていた。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

それに反し〔接続詞/対比/〕
◇ところが桂浜の龍馬は男ぶりがいい。そのためある
種のそぐわなさを感じさせる。それに反し小説をは
じめ映画やテレビに登場する龍馬は、大方がうす汚
れた感じで、とても桂浜に立っているような龍馬は
登場しない。
BK ／ニッポン靴物語／山川暁／ 新潮社／ 1986

あるということは、百も承知のとおりだと思います。
MD ／国会会議録第 084 回国会／ 1978

それにひきかえ〔接続詞/対比/〕
◇ヨーロッパ語は語順にうるさい。語順の変更は文の
意味を大きく変える。それにひきかえ、すでに述べ
たことからも推察されるように、日本語には語順に
ついて規則らしい規則はない。日本語は語順を気に
しない言語だ。語順を変えても意味の差はほとんど
ない。
BK ／うまい！日本語を書く 12 の技術／野内良三／日本放送出版協会／ 2003

◇スカートを踏んだのは小泉さんだとみんなが漠然と
思っていたことを真紀子さんはよくぞあそこまで言っ
てくれた。最高権力者を批判できるのは居並ぶ男た
ちの中にもいない。胸のつかえがすっきりした。そ
れに引き換え、鈴木さんは質問にも答えず、みっと
もなかった。
PN ／琉球新報／ 2002.2.20 ／琉球新報社／株式会社琉球新報社／ 2002

◇長女の嫁ぎ先はかなり昔からのしきたりを大事にし
ている家系です。それに引き換え私たちは、ざっく
ばらんな家庭です。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

それにもかかわらず〔接続詞/逆接/〕
◇日本人の６５歳時点での平均余命は、過去３０年間
に、男性で５歳、女性で７歳も伸びており、これが
社会保障制度に大きな影響を及ぼしている。それに
もかかわらず、過去の平均寿命が短かった時代に形
成された制度が、高齢社会になってもそのまま維持
されていることに大きな問題がある。
BK ／団塊世代の定年と日本経済／市原貴正・増淵勝彦・宮本拓也・八代尚宏・安池雅典
／日本評論社／ 2004

◇二〇〇二年七月にまとめた報告書によると、女性パ
ート社員の時給は、正社員の給与を時給換算した額
と比べ、七割程度にとどまっている。 それにもか
かわらず、管理職として、同じパートの採用や、休
日の調整など労務管理の重責も負う。
PN ／読売新聞／読売新聞東京本社／株式会社読売新聞社／ 2003

そ

それに反して〔接続詞/対比/〕
◇セーフティ・ネットはサーカスで綱渡りなどでの転落
死予防のために張る網のことだが、人生で「落下し
た」人を救うための最低の救済的福祉があればよい。
それに反して福祉を目的とする税金は悪税である。
BK ／税高くして国亡ぶ／渡部昇一／ワック／ 2005

◇ビール、ウイスキーなどはその原料において、先ほど
来も若干御指摘があったようでございますが、いわ
ば円高メリットを受ける立場にある。それに反して
清酒製造業の方は、もちろんわれわれの進めており
ます農政との関係もございまして、円高メリットと
いうものは一切ない、逆に非常に厳しい原料状況に

◇十年八月の監査委員会の提言では、今後の設備投資
については、特に緊急度の高いものを除き原則とし
て停止すべきである、そういうふうに指摘している。
それにもかかわらずここに来て工事量がぐっと増加
していますね。
MD ／国会会議録／ 1986

それにより〔接続詞/因果/〕
◇顧客クレームと新規需要の関係性を追及したマーケ
ティング技法を取り入れる企業が少なくありません。
それにより、コーチング手法と支援の姿勢を強化す
ることになり、顧客満足度を上げることにもつなが
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るのです。
BK ／よくわかる最新ビジネスコーチングの基本と仕組み／ E-Trainer.jp・大園博
美／秀和システム／ 2002

◇また、国民・子供達の夢や希望が努力次第で実現で
きる社会、即ち創造性とチャレンジ精神を存分に発
揮でき、それにより活力に満ちた経済社会を構築し
ていくことが強く求められている。
WR ／科学技術白書／文部科学省科学技術・学術政策局・調査調整課／大蔵省印刷局／
1998

◇体をあまり締め付けると全体的には血行がわるくな
り、それにより、冷え・肩こり等々の悪影響が出る
と思われます。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

それはさておき〔接続詞/話題転換/〕
◇今は、駅の喫茶店の中です。次の約束までの時間が
少し空いてしまったので、風に揺れるケヤキの葉っ
ぱを見ながらペンを走らせています。 それはさて
おき、こんなにご挨拶が遅くなってしまって申し訳
ないのですが、就職の時には伯父様にはたいへんお
世話になりました。改めて深くお礼を申し上げます。
BK ／象と耳鳴り／恩田陸／祥伝社／ 2003

◇この世界で「ちゃんこ」とは、お相撲さんが食べる料
理の総称をいう。だからカレーライスも、ハンバー
グも、ラーメンだって、
「ちゃんこ」だ。それはさて
おき、相撲部屋で、お相撲さんが作るなべのこと、で
ある。一流料亭の板前さんがよりをかけて作ったも
のより、おいしい、と感じた人もいるかもしれない。
PN ／中日新聞／近藤昭和・—橋広史・中日新聞社／株式会社中日新聞社／ 2001

◇最近番組制作費も削られバラエティ番組ばかり乱立
させてるテレビ制作会社は末期的状態らしい。いい
番組がなかなか生み出せない状況とか。それはさて
おきこの世紀末予言スペシャル。何が「悪い」のか。
取材先や予算の使い方が超ダメダメだったのだけれ
どそれは我慢する。問題は預言者たちの「失敗」を
ちゃんと出していないこと。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

それはそうと〔接続詞/話題転換/〕
◇花粉症ってスギ花粉だけじゃないんですよねぇ、あ
たしなんか、ブタクサでも鼻水が出るんですよ。あ、
それはそうと、今思い出したんですけど、夜中に園
長宛にお電話がありました。
BK ／フォー・ユア・プレジャー／柴田よしき／講談社／ 2003

◇生みの親は、佐伯祐三という、昭和初期を代表する
画家である。生まれは１９２７年だから、もう７７
歳にもなる、立派なじいさんじゃ。それはそうと、わ
たしのような年寄りには、日本の気候はちと厳しい。
PM ／暮しの手朕暮しの手帖編集部・増田れい子／暮しの手帖社／ 2004

◇田舎に住んでいるので色んな虫が出没します。イヤ
だわぁ〜〜〜！
！
！それはそうと、今日のお弁当は〜
●オムソバ（焼きそばを卵でクルクルッと巻いただ

けの簡単メニューです。）
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

それはとくもかく〔接続詞/話題転換/〕
◇おしゃべりずきな女子高校生が三人集まれば、とも
にすごした時間の八割がたは勉強以外の情報交換、
間食、お茶の時間などについやされたと思わなくて
はならない。それはともかく、帰りがおそくなった
のでは、当然親はそれを喜ばない。
BK ／吸血鬼はお年ごろ／赤川次郎／岩崎書店／ 2005

◇客は、その表示を見て安心して買うわけだが、過日
の鶏の卵騒動などを見ると、その表示を鵜呑みにし
てはいけないのかとも思ってしまう。それはともか
く、この一句、人間にも賞味期限があるというとこ
ろが面白い。
PM ／俳句朝日／朝日新聞出版・遠藤若狭男／朝日新聞社／ 2005

◇ふだん両手を使っていると、利き手でない方の手の
ありがたさを意識してないですよね。でもこういう
場合、そのありがたみがわかるでしょう。それはと
もかく、自分で片手だけでいろんなことをやってみ
て、難しいと思ったことを手伝ってあげてください。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

それはともかくとして〔接続詞/話題転換/〕
◇賞品となるとその種類はまさにピンからキリまで。
ピンの方では車や宝石といったものまでが登場して
くることもありますが、豪華な副賞は当然課税の対
象になります。それはともかくとして、アイデア賞
状における副賞はボールペン一本といったキリの方
であっても、ごほうびをいただくことは嬉しいもの
です。
BK ／表彰状・感謝状・賞状の文例と書き方／広田典子／金園社／ 1993

◇私なども、経済アナリストといわれているが、実は
コレクター（蒐集家）と呼んでもらいたいと思うと
きもある。将来、沖縄に「ミニカー博物館」をつく
りたいという夢を持っているからだ。それはともか
くとして、お父さんの小遣いが、これから先、増え
る目がない以上、立ち上がるしかないのである。
PM ／プレジデント／勝見明・プレジデント編集部・森永卓郎／プレジデント社／ 2001

◇「無限大」と「無限」は違います。この宇宙は１次元
で考えるのは無理なので、単に無限か有限かと言っ
てほしいです。※それはともかくとして、宇宙の広
さは無限ではないです。宇宙は有限の空間です。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

それはまた〔接続詞/添加/〕
◇日本の「新仏教」の他の代表者たち同様、鈴木も、仏
教は教義的信条ではなく、人間の深層にある要求に
応える神秘主義であるとして、さらに、それはまた

そ
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現代科学の知見ともよく調和すると主張する。
BK ／禅と現代／菅野統子・大西薫・ロバート・Ｈ・シャーフ／ぺりかん社／ 1998

◇消費をむしろ楽しんでいただくということの方が、
これは、残された現役層はそれで需要が増え、生産
性も上がって、経済成長もすると。それはまた年金
の制度の運営もそれでかなり厳しさがかなり緩和す
るということでございます
MD ／国会会議録／ 2005

そればかりか〔接続詞/添加/〕
◇大会の運営、輸送、宿泊などに始まり、出入国管理
や税関、外貨交換にいたるまで、ワールドカップを
迎え入れるために万全の体制を整えなければならな
いのである。そればかりか ＦＩＦＡが求める開催
条件を満たすためには、時には法律を改正すること
さえも必要になる。
BK ／日韓ワールドカップの覚書／川端康生／講談社／ 2004

◇対照的に王者だったゼロックスは、２０００年１２
月期に２億７３００万ドルの純損失を計上、２００
１年１２月期にも９４００万ドルの赤字に陥った。
そればかりか、１９９７年から２００１年の５年間
に、総額６４億ドルもの売上高を水増し計上してい
た事実まで判明。
PM ／日経ビジネス／日経ビジネス編集部／日経 BP 社／ 2003

◇巨額の公的資金を投入しても金融不安を取り除くこ
とは到底できません。そればかりか、本年三月に行
われた一兆八千億の資本注入の失敗を繰り返すのみ
であり、到底これを容認することはできません。

るから我慢できるんだよね。
BK ／あなたを変える 3 つのレッスン／タカイチアラタ／徳間書店／ 2003

◇よく満塁で勝負強いと言われるけど、それも絶対に
走者をかえすという気持ちからだと思う。
PN ／京都新聞／内田和則・加藤秀生・京都新聞社・宮部真典／株式会社京都新聞社／
2005

◇今では自宅の部屋が唯一の安らぎの場となっていた
が、それも父は望月の会社に売却してしまった。そ
れも吾妻が俊一に強くなって欲しいと願っていたか
らこそ。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

それゆえ〔接続詞/因果/〕
◇いかに顧客の望む製品をＱＣＤを満たしながらつく
り，サービスをしていくかが重要となる．これが変
化の時代に生きる，いまの工場の定義である．それ
ゆえ工場は，市場ニーズとしてのこれらのサービス
を，しっかりと製品に付加しなくてはならない．
BK ／段取り替えと保全・安全／平野裕之／日刊工業新聞社／ 2002

◇京都は盆地です。盆地ですから寒暖差が激しく、そ
れゆえ四季折々の姿がひときわ鮮やかなものとなっ
ていきます。
PM ／婦人画報／熊倉功夫・小山裕久・婦人画報編集部／アシェット婦人画報社／ 2004

◇昭和３０年以前には 湯布院 という
湯 の字
の付く地名はなかったのです。それゆえ町全体を言
うときは湯布院ですが、昔からある地名などは由布
院と 由 の字を使います。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

MD ／国会会議録／ 1998

それも 1 〔接続詞/添加/〕
◇特に、本に書いてあることをそのまま反復したり、自
明のことをあえて口にするなど、小学生レベルであ
り、そのために大の大人が真剣に、それも他人と競っ
て手を上げるなどとは、とうてい信じられなかった
からです。
BK ／英語の会議にみるみる強くなる本／スティーブ・モリヤマ／中経出版／ 2003

そ

◇憧れのデジカメがナント１万円以下！
！それもデジカ
メ初心者の女の手をターゲットにしていて、難しい
設定も必要なく、メカオンチな人でも楽々使いこな
せちゃう。
PM ／ｎｏｎ・ｎｏ／ｎｏｎ・ｎｏ編集部／集英社／ 2001

◇チケの印字された席は、スタンド一列目でした。そ
れも、目の前に個人モニターがある。こんな良席？
！

それゆえに〔接続詞/因果/〕
◇イギリス人は植民地からの収奪に一生懸命だったた
めに、道路や鉄道、運河などを建設し、それゆえに
風土病の流行地域を拡大してしまったらしい。
BK ／関係者以外立ち読み禁止／鹿島茂／文藝春秋／ 2003

◇フランスの暴徒と似た、貧しく、職がなく、社会か
ら無視され「よそ者」のレッテルを張られ、それゆ
えに怒りを抱いた人々が世界中の大都市圏にあふれ
ている。
PN ／高知新聞／／株式会社高知新聞社／ 2005

◇公務員は国民の税金で雇われておるわけでありまし
て、結局これは国民、住民に対して奉仕する立場に
ある。これはもう明らかなんです。それゆえに、やっ
ぱり常に身辺をきれいにして住民の信託に、こたえ
ていく、こういうことでなきゃいかぬと思います。
MD ／国会会議録／ 1981

YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

それも 2 〔接続詞/因果/〕
◇あたしだって、アルバイトでお金を作って、それで
毎日を生きてるけど、それも歌を歌いたいと思って

そんなことで〔接続詞/理由/〕
◇たまたまその中の水雷参謀有馬高泰中佐が、私の郷
里の先輩であり、よく知っていたので、時々私室に
呼ばれていろいろと話をしたり、一杯やったりする
機会があった。そんなことで、当時従兵長であった
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近江兵曹はよく知っていた。
BK ／合艦隊司令長官山本五十六とその参謀たち／近江兵治郎／連テイ・アイ・エス／
2000

◇四郎とは相性が良かったのか、すぐに友人になった。
あとで聞いた話だが、 「よく似た名だ」 つま
り、四郎を「よろう」と読めば、与六と似ていると
言いたかったらしい。そんなことで親しみを覚えた
ようだが、おかしなことを考えるやつだ。
PM ／小説宝石／浅黄斑／光文社／ 2001

◇率直に申しまして、私の前任者が何人か毎年非常に
答弁を渋ったというのは、一つの企業秘密的なとこ
ろがあるわけでございます。そんなことでお許しを
いただいてきたのに私が答えるということは、じく
じたるものがあるのでございますが、
MD ／国会会議録／ 1983

うにしましょうということだと思うのですね。
MD ／国会会議録／ 1999

そんなわけで〔接続詞/理由/〕
◇これまで週刊誌記者として働いた経験はなく、普段
はもっぱら月刊誌『創』などでメディア批評を中心
に取材・執筆を行っている。そんなわけで週刊誌、中
でも『週刊新潮』には過去何度か取材対象としてア
プローチした経験をもつわけだが、
PM ／潮／岩本太郎・潮編集部／潮出版社／ 2004

◇最近よくテレビでやってる、毎日の食べたやつを書
くダイエットしてみようかな。そんなわけで書いて
みました。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

そんな中〔接続詞/同時/〕
◇国立小児病院に勤め、脳の治療を専門とする科に所
属していた。そこには未だ原因の解明されない進行
性の難病の子から重い脳障害の後遺症で寝たきりの
子までさまざまな状態の子供たちが入院していた。
そんな中、まだ生後数か月の乳児が最善の治療を求
めて都内の病院から転送されてきた。
BK ／操られる生と死／阿部知子／小学館／ 1998

◇高齢者が気軽に運転できる３輪タイプの電動カート
は「セニアカー」と呼ばれ、最近、急速に普及し始め
ている。ただ、難点は価格だ。これまでは３０万円
前後のものが中心で、手軽に買える商品ではなかっ
た。そんな中、ディアレスト（本社・大阪府松原市、
木場浩昭社長）が、８万８千円という低価格を実現
し、注目を集めている。
PM ／経済界／経済界編集部／経済界／ 2003

◇当然、大規模な地震が発生すると科学的に予測する
のは非常に困難との見方が強い。関東地方に地震が
来る？？そんな中、日本国内に地震が発生するデータ
が現れたとして、またもやネット上で話題を呼んで
いる。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

そんな中で〔接続詞/同時/〕
◇これからのこどもたちは、国際社会で活躍していく
ことが求められています。そんな中で、以前から日
本人には「自己表現力」が欠けていると言い続けら
れています。
BK ／こどもがグングン伸びる「音楽あそび」／岩崎光弘・千葉和恵／ PHP 研究所／
2002

◇十分満足するまで外遊びができれば、幼稚園そのも
のが楽しく、好きになります。そんな中でお友だち
とかかわろうとする気持ちも育つもの。
PM ／ＮＨＫすくすくネットワーク／コアワークス・ＮＨＫすくすく子育て編集部／日
本放送出版協会／ 2002

◇世の中の変化が非常に激しい、そして少子・高齢化
が進んでいく、そんな中で、みんなが安心できるよ

そ
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1

だい 〔伝達モダリティ文末辞/確認/体言〕
◇気分悪いのはオイラの方だい。
BK ／ビートたけしの黙示録／ビートたけし／徳間書店／ 2003

◇いいかい、兄さんがはくから見ておいで。そら、ね、
大きいだろう。」「大きかないや、おんなじだい。」
TB ／国語六下希望／畑山博・宮沢賢治・宮地裕／光村図書出版株式会社／ 2006

だい 2 〔伝達モダリティ文末辞/疑問/体言 名詞節〕
◇「最近どうしているんだい。会うのはずいぶん久し
ぶりだが」
BK ／制作／清水正和／岩波書店／ 1999

◇「じゃあ、いったい、どうしろっていうんだい。
PM ／家の光／家の光編集部・群ようこ／家の光協会／ 2001

だか 1 〔副助詞/例示/体言 名詞節〕
◇なんでも子供が五歳だか六歳だかになったときの誕
生日に、自宅でパーティを楽しんだついでに、家族
で記念写真を撮った。
BK ／怪奇探偵の実録事件ファイル／小池壮彦／扶桑社／ 2000

◇一万年だか八千年だか昔々の先祖が、あの沼地のあ
の草の穂から種を選抜採取して蒔くという「栽培」
を幾度も繰り返して、稲穂の稔る「稲」に仕上げて
くれたんです。
PM ／俳句研究／宇多喜代子／富士見書房／ 2005

◇主人公の家族が戦時中だか戦国時代だかの過去の争
乱の時代にタイムスリップしてしまう、といった内
容のドラマのタイトルが思い出せません。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

だか 2 〔伝達モダリティ文末辞/疑問/体言 名詞節〕
◇私たちと話していてどこがおもしろいんだか。
BK ／文芸誌「そして」にかかわった作家たち／伏本和代／そして企画；冬花社 (発売)
／ 2004

◇いまじゃあ、影も形もありゃしない。みんな、どこ
へ行っちまったんだか。
PM ／朝日新聞／朝日新聞社・高橋源一郎／株式会社朝日新聞社／ 2001

◇何を考えてるんだか。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

た

だが 3 〔接続詞/逆接/〕
◇生来勝ち気な滋子はめったに泣いたことがない。悔
し泣きだって、人前ではしたことがない。だがこの
ときは、不意に目の奥が熱くなってきて、涙がこぼ
れそうになった。

ぎない。
PM ／週刊東洋経済／週刊東洋経済編集部・松浦高明／東洋経済新報社／ 2001

◇いよいよという時に思わぬ負傷。練習さえ、ままな
らい焦り。だが、苦境をバネに大きく成長できるの
が青春時代だ
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

だから〔接続詞/因果/〕
◇さて昔の男は日記まで漢文で書いた。いくら公喞で
も勉強ぎらいはいる。だから代筆してくれるものが
いた。
BK ／完本文語文／山本夏彦／文藝春秋／ 2003

◇首相の責任は重い。だから軽々に発言すべきでない。
PN ／北海道新聞／北海道新聞社／株式会社北海道新聞社／ 2001

◇そこでしか買えない。その時間でしか買えない。だ
から、余計欲しくなる。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

だからこそ〔接続詞/因果/〕
◇生徒はいつか師のもとを離れるときが来ますが、人
は一生学び続けるものです。だからこそ、生徒は自
分で学ぶ力をつけなければいけないのです。
BK ／トラッカー／ジョセフラウ・斉藤宗美／徳間書店／ 2001

◇こうした「職人の技」は、いくらコンピュータが発
達した世の中とはいえ、置き換えられるものではあ
りません。だからこそ名古屋の企業は、
「人こそすべ
て」という確固たる信念を持っています。
PM ／現代／現代編集部・水谷研治／講談社／ 2005

◇特に多様性の尊重、人と自分は違うんだ、人はみん
な違うんだということを、だからこそすばらしいん
だ、いいんだということを教えていく必要がある。
MD ／国会会議録／ 1996

だからといって〔接続詞/逆接/〕
◇あいつはどのプレーヤーにもない、すごい才能を秘
めている。だからといって、必ずしも勝てるとはか
ぎらないが、
BK ／新帝王伝説／ティム・ロザフォード・小林浩子／文藝春秋／ 2001

◇この曲はメロディも切ないし、詞もそうだったりす
るんですけど、だからといって口を小さくして歌っ
ちゃいけないんですよ。
PM ／月刊歌謡曲／月刊歌謡曲編集部／ブティック社／ 2002

◇不器用な人もいます。だからといって、人として何
が劣っているわけでもない。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

BK ／模倣犯／宮部みゆき／小学館／ 2001

◇フリーターという生き方があってもいいとは思う。だ
が、フリーターでも個の確立が条件になる。かりに
「こうなりたい」という目的意識があったとしても、
親のスネをかじっているようでは、ただの甘えにす

だけあって〔接続助詞/因果/体言 用言連体形〕
◇やはりお母様が選んでくださっただけあって、すば
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らしい品ですね。
BK ／真心を伝えるお礼の手紙・はがき文例集／関口あゆみ／ナツメ社／ 2002

◇外国人専用のアパートだけあって、従業員は英語が
堪能なようだった。
PM ／サンデー毎日／池野佐知子・楡周平／毎日新聞社／ 2004

◇こちらは、さすがにお洒落なファッションビルに入っ
ているだけあってちょっとハイセンスな、大人のお
店の雰囲気なんですよね。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

だけある〔証拠モダリティ助動詞/推定/体言 用言連
体形〕
◇母親は強い、とつくづく思ったわ。さすがに女手一
つで男の子二人をあそこまで育てただけあるわ、関
原さんは。
BK ／血を吸う夫／新津きよみ／角川春樹事務所／ 1999

◇特に吉岡くんは立ち回りがかっこよかったですｖ蹴
りとかほんとに綺麗な足さばきだったし。さすがノー
スタントのアクション映画に出てただけあるなぁって
ほれぼれしてました
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

だけでなく 1 〔副助詞/添加/体言〕
◇おじぎで挨拶するのは日本だけでなく、中国、タイ
など東南アジアに多いわけですが、これらの国々に
共通するのは夏が高温多湿ということです。

だけど〔接続詞/逆接/〕
◇おまえには作家になる才能はあると思うよ。だけど
そのことと、作家になれるかどうかってことは別だ。
BK ／悪意／東野圭吾／講談社／ 2000

◇たとえば寒い所だと高カロリーの食事をたくさんと
らないと生きていけない。だけどそういうものを日
本人がとったら、脂が多すぎて処理できないわけで
す。
PM ／潮／潮編集部・村田喜代子・山村慎一郎／潮出版社／ 2003

◇私がその友達にできることは、大してないのかもし
れません。そこまで、その友達に期待もされてはい
ないのかもしれません。だけど、私にできることを
増やして、捧げていきたいと思っています。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

だけに〔接続助詞/因果/体言 用言連体形 体言〕
◇彼女はフロリダ州立大学で学んだだけに、この州の
ことを誰よりも熟知していた。
BK ／スーツケース一杯の恐怖／柘植久慶／角川春樹事務所／ 1999

◇昨年まで同じチームでプレーしていただけに、やり
づらい相手ではあるが、逆に考えれば欠点も分かっ
ているということ。
PM ／／週刊サッカーマガジン編集部／週刊サッカーマガジン／ベースボール・マガジ
ン社／ 2004

◇今回の協議の行方には期待を膨らませてきただけに、
落胆は大きい。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

BK ／頭にやさしい雑学読本／竹内均／同文書運 1991

◇体の健康だけでなく、心の健康も美しさにつながっ
ています。
PM ／ＣＯＳＭＯＰＯＬＩＴＡＮ日本版／夏目円・君島十和子・四方淳子・集英社／集
英社／ 2004

◇顧客層はインターネットやブロードバンド（高速大
容量通信）の普及を背景に若者層だけでなく、中高
齢者層まですそ野を広げている。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

だけのことはある〔証拠モダリティ助動詞/推定/体言
用言連体形〕
◇驚いたなあ。あんたがそこまで知っていたとはねえ。
さすが名探偵といわれるだけのことはある
BK ／佐渡伝説殺人事件／内田康夫／角川書店／ 1987

◇シンプルにしてとても使いやすいデザイン。さすが
デザイン界の巨匠が手掛けているだけのことはある。
PM ／ＢＲＩＯ／坂井淳一・小山薫堂・ＢＲＩＯ編集部／光文社／ 2002

だけでなく 2 〔接続助詞/添加/用言連体形〕
◇栽培に農薬などを使うことが少ないきのこ類は、調
理時に水洗いの必要がありません。洗うと風味が落
ちるだけでなく、料理の仕上がりも水っぽくなりが
ち。
BK ／まるごと野菜のおかず 336 レシピ／インデックス・コミュニケーションズ／イン
デックス・マガジンズ／ 2003

◇ガソリンは、ご存じのとおり引火性が高い液体で、
それ自体非常に燃え易いだけでなく、揮発し易いの
でちょっとした火気や静電気で引火・爆発する危険
性があります。
WR ／消防白書／総務省消防庁総務課広報係／大蔵省印刷局／ 1997

◇干した海産物は、勿論内陸部でも食べられましたが、
沿岸部の人たちも好んで食していました。そのほう
が保存が利くだけでなく、旨味も増すからです。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

◇この『大福らっきょう』・
・
・
・大福というネーミング
をするだけのことはあり、一粒一粒のらっきょうの
大きさがかなりでかい！
！
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

だけれど〔接続詞/逆接/〕
◇いま、小屋へいったのよ。だけれど、だれもいない
じゃないの。
BK ／長崎源之助全集／長崎源之助／偕成社／ 1986

◇自衛隊法本則第三条に、自衛隊の正規の任務として
これを規定すべきであります。そんなことはわかっ
ている、だけれど、本則三条の改正を行うと、我が
国防衛の方針、計画全体の見直しもせねばならない、
MD ／国会会議録／ 1991

た
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だけれども〔接続詞/逆接/〕
◇偏微分の所が試験範囲だったりして、真っ青になった
こともしばしば。結局単位を取れなくて。だけれど
も、何回かそんなことをしているうちに、
「そうだ数
学をやるのに大学の先生のペースに付いていく必要
はないんだ、ようするに四年間でやるべきことを自
分自身で決めよう、それだけはきちっとやろう」と
悟りを開いたんですね
BK ／二十歳のころ／秋山仁・神谷郁代・永島孝嗣・安田亨／新潮社／ 2002

◇途中、崖っ縁に立ったり、岩にはりついてよじ登っ
たり、疲れて足が前に進まないときもあった。だけ
れども、少しずつ地道に歩き続けていればきちんと
ゴールに到着できるんだなあ、そうしみじみ感じた。

立っていられず、しょっちゅう座り込んでいました
っけ。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

だっけ 3 〔伝達モダリティ文末辞/確認/体言 名詞節〕
◇お酒が飲める年になったんだっけ？
BK ／対談上手／ Jesse ／スガシカオ／山崎まさよし／ソニー・マガジンズ／ 2003

◇昨日、Ａ子とＢ子が新宿歩いてるの見たんだけどさ、
サークルの集まりってあったんだっけ？ 私忘れてた？
PM ／ｎｏｎ・ｎｏ／唐沢美帆・ｎｏｎ・ｎｏ編集部／集英社／ 2002

◇名前、なんて意味だっけ、忘れた。確か車えびだっけ？
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

PM ／山と渓谷／内野志織・山と渓谷編集部／山と渓谷社／ 2004

◇政府の法案は大変苦肉の策なんです。それは御苦労
はよくわかるんですよ。だけれども、残念ながら整理
の仕方が間違っているんじゃないかと私思うんです。

だったら 1 〔接続詞/条件/〕
◇きみにはもうすべて、わかっているんだろう？ だっ
たら何も言うことはない
BK ／マリン・スノー／高野裕美子／新潮社／ 2003

MD ／国会会議録／ 1991

だこと〔認識モダリティ文末辞/感慨/体言 形容動詞
語幹〕
◇まあきれいだこと。
BK ／吾輩は猫である／稲垣達郎・夏目漱石／ポプラ社／ 2005

◇６５才定年になったら、年金受給開始が７０才にな
るということで・
・
・ああ、明るい老後だこと・
・
・

◇今、みんなが表現したい時代。みんな心に伝えたいも
のを持っている時代。だったらそれを心の中にしまっ
ておかず、その場で文章にしたためてみてほしい。
PM ／ＣＯＳＭＯＰＯＬＩＴＡＮ日本版／中込久理・菊地美香子・齋藤薫・集英社／集
英社／ 2004

◇時間は刻々と進むの。立ち止まってられる程の暇は
ない。だったら次の可能性へ進もう！
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

たっけ 1 〔伝達モダリティ文末辞/確認/用言連用形〕
◇ＣＭを見たあとで「さて、何の商品のＣＭだったっ
け」と考えてしまった経験をだれもがおもちであろ
う。
BK ／宣伝費ゼロ時代の新しい PR 術／—橋眞人／河出書房新社／ 2004

◇ 「あの晩、私とタカちゃんとあなたと、三人で話
したじゃない？」 「…何の話でしたっけ」

だったら 2 〔係助詞/状況/体言〕
◇野菜や肉を買うなら、青山の紀ノ国屋がいいし、魚
だったら広尾の明治屋か、少し遠くても築地まで行っ
てしまう。
BK ／なんとなく、クリスタル／田中康夫／河出書房新社／ 1981

◇小説だったら、野溝七生子の「女獣心理」やピエー
ル・ド・マンディアルグの「海の百合」。 これが乙
女の定番？
PN ／中国新聞／中国新聞社／株式会社中国新聞社／ 2002

PM ／ＩＮＰＯＣＫＥＴ／村山由佳／講談社／ 2001

◇炭酸水は、酸性・
・
・
・でしたっけ。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

◇「オシャレ」なエリアといいますと、大阪だったら
堀江でしょうね！
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

た

たっけ 2 〔認識モダリティ文末辞/感慨/用言連用形〕
◇七〇才を過ぎてからは遠くの山には登らなかったけ
れど、近くの青崩峠、獅子ヶ鼻公園、そして桶ヶ谷
沼にトンボを見に行ったっけね。天城の八丁池にも
登ったっけね。ブナ、カエデの紅葉がとても美しく
池を染めていたっけ。
BK ／心に残る 111 通の愛の手紙／静岡県袋井市文化協会／朝日出版社／ 1998

たって 1 〔接続助詞/条件/用言連用形 動詞意志形〕
◇「あなたが講演したってしなくたって、べつにどうっ
てことはないんだ。
BK ／戦後短篇小説選／開高健／岩波書店／ 2000

◇私は何よりも自由が好き。人からどう思われたって、
そんなこと全然平気。
PM ／２５ａｎｓ／ AnriSchroff・２５ａｎｓ編集部／アシェット婦人画報社／ 2002

◇ガキの頃はよく精肉店でコロッケ買っておやつ代わ
りにしてたっけ。
PM ／ＰＯＰＥＹＥ／ POPEYE 編集部／マガジンハウス／ 2002

◇オシャレは忍耐！
！寒くたって、気合と根性で乗り切
ります＾＾暖かく見守ってくださいな。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

◇スーパーに入るとつわりがひどくなって（吐かない
のですが気持ち悪くてどうにもならなくなるんです）
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たって 2 〔認識モダリティ文末辞/想定外/用言連用形〕
◇阿川 世間に地を見せることに抵抗はなかったです
か。中村 そんなん見せたって…
BK ／阿川佐和子のガハハのハ／阿川佐和子・中村玉緒・森繁久彌／文藝春秋／ 2001

◇内館 結局はセンスということになるでしょう？小
西 そう、そのセンスも磨けばいいんですよ。内館
そう簡単にいわれたって。
PM ／潮／内館牧子・小西良幸／潮出版社／ 2003

◇いちいちうるさいのよあんたは…！
！
！
！
！そんなこと…
言われなくたって…！
！
！
！

だって 6 〔証拠モダリティ助動詞/伝聞/体言 名詞節〕
◇「父さん！ ごはんだって！」
BK ／もうひとつのラブソング／桑原水菜／集英社／ 1993

◇ある種の男は泣き出すまでは女の話なんて聞かない
んだってね。泣き出して初めてこれは聞いとこうか
という信号が脳内を走るんだって。
PM ／本の旅人／内田春菊・角川書店第一編集部本の旅人担当／角川書店／ 2004

◇今日の気温予想は３２℃ 明日も３２℃だって！
！びっ
くりだよねぇ〜。 いきなり夏！
！
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

3

たって 〔証拠モダリティ文末辞/伝聞/用言連用形〕
◇食べ物、着るもの、学用品も不足して「配給制」に
なったんだ。お菓子なんかも、買えなかったって。
BK ／地域から調べよう／星野康／汐文社／ 2002

◇このあいだ知り合いが電車に乗ってたら、高校生ぐら
いの子たちが「米倉涼子って脚きれいだよね。でも、
なんか印象のない顔してるよね」って言ってたって。
PM ／週刊朝日／週刊朝日編集部・林真理子・米倉涼子／朝日新聞社／ 2003

◇戦場で死んでいった兵士たちが最後に言う言葉で一
番多かったのは「お母さん」だったって。

だって 7 〔伝達モダリティ文末辞/疑問/体言 節〕
◇番兵たちが戻ってくる前に、食べるんだ。早く！」
「食べる、だって？ この期に及んで何のために？」
BK ／古城の迷路／ドロシー・ギルマン・柳沢由実子／集英社／ 2000

◇なに？ あたしがディズニーランド好きだというの
は意外だって？
PM ／小説宝石／室井佑月／光文社／ 2001

◇１２時過ぎまで買い物をして帰りました。成果は？
まあ量的にはコレぐらいですね。えっ？ 買い
すぎだって？
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

だって 4 〔接続詞/理由/〕
◇会いたかったんだ、ボク。だって、なっちゃん、いき
なり引っ越しちゃうから
BK ／スターぼうず／大河内一楼／富士見書房／ 2001

◇もし映画が大失敗に終わったとしても、
『そうか』っ
て納得するしかない。だって悲しんだり泣いたりし
たところで結果は変わらないから
PM ／２５ａｎｓ／トビー・マグワイア・小川志津子・豊島英理子・２５ａｎｓ編集部
／アシェット婦人画報社／ 2004

◇６０代の勤労者は、「自分にしか出来ない仕事」を
持っていたいんです。だって、いつ会社から「もう
いいよ。」って、お払い箱にされるか不安なんです。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

だって 5 〔副助詞/極限/体言〕
◇寒いジョークを飛ばす大阪人も、ジョークひとつい
えない大阪人も、そして気が弱く、女々しい、とても
薩摩隼人とはいえない鹿児島出身の男性だっている。
BK ／「県民性」交際術／千石涼太郎／小学館／ 1999

◇母だって間違うことがある。自分で判断して生き残
りなさい
PN ／京都新聞／京都新聞社・中島信也／株式会社京都新聞社／ 2001

◇お医者さんだって人間ですから、患者さんから褒め
られれば嬉しいはずです。

たっていい〔義務モダリティ助動詞/許可/用言連用形〕
◇パパと手をつないでるところを、世界じゅうの人に
見られたっていい。
BK ／青空のむこう／アレックス・シアラー・金原瑞人／求龍堂／ 2002

◇志木子自身は何を言われたっていい。小さい時から
馬鹿にされ揶揄されて生きてきて、そんなことには
慣れっこだった。
PM ／小説新潮／唯川恵／新潮社／ 2002

◇あんまり気を張らず無理せず家事なんか少しくらい
手抜きしたっていいじゃないですか。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

たってかまわない〔義務モダリティ助動詞/許可/用言
連用形〕
◇世界がじぶんを認めてくれなくたってかまわない
BK ／哲学のモノサシ／西研／日本放送出版協会／ 1996

◇得体の知れぬ「近ごろの若者」のありのままの姿を
知って、ほっと安堵するかもしれない。いや、嫌悪
や苛立ちを感じたって構わない。
PM ／週刊現代／週刊現代編集部／講談社／ 2002

◇夫婦なんだし見られて困るような事は何も無いし、
それならば見られたって見たって構わないと思うん
ですがどうでしょう？
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

たってしょうがない〔義務モダリティ助動詞/不必要/

た
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用言連用形〕
◇じゃ、もうあきらめよう、どうせがんばったってしょ
うがないんだから、
BK ／自宅でできる坐禅の心得／西嶋和夫／金園社／ 2001

◇そんな不利な条件がどうのって話はいいじゃないで
すか。気にしたってしょうがないんですから。

れない」 「でも、だとしたら、なんで地球に来な
いんですか？」
BK ／この宇宙に地球と似た星はあるのだろうか／有本信雄／サンマーク出版／ 2002

◇不眠にお悩みですか？だとしたら寝る前のホットミ
ルクがいいと言われていますね。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

PM ／週刊プレイボーイ／小笠原道大・金村義明・週刊プレイボーイ編集部／集英社／
2002

◇過去の事をあれこれ考えたってしょうがないじゃな
いですか。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

だとしても〔接続詞/条件/〕
◇「やっぱりお会いしたことがあるわ」
も、わたしは覚えていません」

「だとして

BK ／セビーリャの冷たい目／ロバート・ウィルスン・田村義進／早川書房／ 2005

だってば〔伝達モダリティ文末辞/確認/体言 名詞節〕
◇「サキに何をやったんだ！」
「コウタくん！ ちがう
んだよ。おじいさん悪くないんだってば。」
BK ／おまけのオバケはおっチョコちょい／深山さくら／旺文社／ 2003

◇引きこもりは 親の放任と甘さが原因ですねだとし
ても感情的にぶつかっても余計に引きこもるだけだ
と・
・
・
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

◇「単にガマンしてるんだってば！」
PN ／読売新聞／読売新聞東京本社／株式会社読売新聞社／ 2005

◇先生に痛風の痛みで車椅子に乗ったのはあなたが初
めてだよ！
！と、笑われました、、。先生、ホント、歩
けないくらい痛いんだってば、、、（涙）
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

だと 1 〔係助詞/状況/体言〕
◇他人の場合は、まだ「あの人はどうせ他人だ」と思
えばあきらめもつくけれど、親しい肉親だと、
「どう
してこんな思いをしなきゃいけないのか」とか、
「そ
れぐらいわかったっていいじゃないか」と腹が立っ
てくる。
BK ／女が 30 代にやっておきたいこと／下重暁子／大和出版／ 1996

◇缶だと、一台の自販機で、平均四百から五百缶程度
しか入りませんが、カップだと二千杯近く売ること
ができます。

だとすると〔接続詞/条件/〕
◇「じゃあ、犯人は外から侵入したことになるわ」
「そうだけど、だとするとどうやって二階へ上がった
のか。わからないことだらけだね」
BK ／軽井沢・京都殺人事件／木谷恭介／桃園書房／ 2004

◇『ＳＡＴＣ』は、大都会ニューヨークで働く独身女性
のホンネをストレートに描いているとして、アメリ
カ国内で大ヒットしているドラマ。この分析は、現
代アメリカ人女性の心理を正確に代弁しているはず。
だとすると、アメリカ女性も ダメ男の増加 に悩
んでいるということになる。
PM ／ＣＯＳＭＯＰＯＬＩＴＡＮ日本版／磯部安伽／集英社／ 2003

◇彗星は、太陽に近づくと尾になる部分を放出するっ
て本当ですか？だとすると、太陽から遠いところで
は、ただの隕石みたいな感じなんですか？
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

PM ／論座／朝日新聞社・佐々木宏・高橋祥友・森吉平／朝日新聞社／ 2002

◇海外のパーティーだと、奥さん同伴は当たり前、ら
しいです。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

だとするなら〔接続詞/条件/〕
◇そう、人間はみんな、いつかは散るものなんですよ、
と。だとするなら、綺麗に散りなさいよ、
BK ／国会赤裸々白書／黒須田守・馳浩／エンターブレイン／ 2002

だと 2 〔伝達モダリティ文末辞/疑問/体言 名詞節〕
◇「なにい、無礼者だと―、なにが無礼なんだ。おれ
たちはなにもしてやしねえぞ」
BK ／雪の駕籠／山手樹一郎／春陽堂書店／ 2005

た

◇

「中将殿が御病気だと？」」

◇僕は常々、カレンダーに自分の予定を書き込むごと
に、それに縛られるような窮屈さを感じてきた。だ
とするなら、こういう考え方はどうだろう？ 「予
定を書き込むためのものではなく、自分の時間をデ
ザインするためのカレンダー」
PM ／ＢＲＩＯ／坂井淳一・小山薫堂・ＢＲＩＯ編集部／光文社／ 2002

PM ／オール讀物／夢枕獏／文藝春秋／ 2002

◇犯人は、火星人だと？
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

だとしたら〔接続詞/条件/〕
◇たまたまある星では、地球よりも何億年か早く生命
が誕生していて、すでにものすごく高度な文明をもっ
ていて、星と星の間を何度も行き来しているかもし

◇こういうやり方がどうも外国は常道のようでありま
して、だとするなら我々も、ある一定の段階でそれ
がやれないかというのを今私ども徹底して督励をい
たしておるわけであります。
MD ／国会会議録／ 2001

だとするならば〔接続詞/条件/〕
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◇国の統治権行使に関連する仕事をやるのが、政党な
んですよ。だとするならば、それなりの負担を国が
やっても、差し支えないのではないかな。
BK ／時事放談／岩見隆夫・後藤田正晴・塩川正十郎／講談社／ 2005

◇日銀では、小島氏の言うとおり、このとき既に二億
組は極めて危険だと思っていたことは間違いないん
です。だとするならば、日銀は、日銀法二十五条あ
るいは二十八条を持っているわけでございますから、
大蔵省と協議して、この九三年七月、二億組に対して
日銀としても直ちに何らかの対応を発動すべきだっ
たと私は思うんです。

も建前ばかりを探している。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

たびに〔接続助詞/同時/動詞基本形〕
◇ぼくねえ、夏休みのたびに、おじいちゃんの家にく
るからわかるんだけど、源じいは山がすきなんだよ。
BK ／海をおよぐ大シカ／小林しげる／岩崎書店／ 1996

◇私のサイン会に、いつもお子さん連れで来てくださ
る方がいるのだが、会うたびに成長していて、なん
だか嬉しい。
PM ／小説新潮／阿川佐和子・小説新潮編集部・山田詠美／新潮社／ 2003

MD ／国会会議録／ 1995

◇年齢のことを考えるたびに憂鬱になります。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

だとすれば〔接続詞/条件/〕
◇どこかに罠が仕掛けられているのではないだろうか。
だとすれば、それはどんな罠なのか。
BK ／おぼろ隠密記／六道慧／光文社／ 2001

◇「あんた、アメリカが豊かな国だと思うか？」 「そ
りゃそうでしょ。誰が見たってアメリカは豊かだ」
答えた後で、違うレベルの豊かさについて訊かれた
のかもしれないと一瞬思った。だとすれば、脳天気
な答はひどく幼稚に聞こえただろう。
PM ／小説宝石／戸井十月／光文社／ 2001

◇私たちは動物虐待に平気ではいられない。だとすれ
ば、すでに、ある動物には「感情や意志を感じ」て
いるのではないだろうか。
TB ／国語総合／加藤周一・西研・宮沢賢治／教育出版株式会社／ 2006

他方で〔接続詞/対比/〕
◇一方でコンピュータ社会といわれ、いやおうなくコ
ンピュータが教育の世界にも子どもの遊びの世界に
も、われわれの社会生活のなかにも入っており、た
いへん便利なのですが、他方で、子どもたちが現実
に触れ、ものに触れ、自然に触れるということをせ
ばめているように見うけられます。
BK ／コンピュータ時代と子どもの発達／手しごと工作教育と子どもの発達を考える会
／大月書店／ 1987

◇一方で北朝鮮に対して「伝統的な友好関係」を強調
し、最大の支援国として年間５億ドル程度の燃料や
食糧などを提供しつつ、他方で昨年２月には燃料供
給のパイプラインを一時停止する恫喝で、北朝鮮を
３カ国協議のテーブルにつかせた。
PM ／エコノミスト／エコノミスト編集部・小島朋之／毎日新聞社／ 2004

だの〔副助詞/例示/体言 節〕
◇日本人はとても英語を苦手とする。それは、文法だ
の、動詞の変化だの、妙に瑣末な処にこだわり、そ
こから授業を始めようとするからです。
BK ／もとちゃんの夢日記／新井素子／角川書店／ 1995

◇キャラメルだのチョコレートだのに付けられたオマ
ケのことを「食玩」と呼ぶ。
PN ／毎日新聞／荒俣宏・
（和）／株式会社毎日新聞社／ 2002

◇ケンカ相手は、正社員の男性だったのですが、
「自分
はこの会社で一番偉い」、「この仕事は俺しか出来な
い」だのと威張り散らしていました。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

だのに〔接続詞/逆接/〕
◇「これまでの時代、人間の活動は革命的で激しい変
化を遂げてきた。だのに、なぜわれわれは自分たち
の子どもを学習させる方法にはそのような変化を見
ることができないままなのだろうか？」
BK ／コンピュータが連れてきた子どもたち／戸塚滝登／小学館／ 2005

◇旅立つ男には理由があるが帰るのに理由などいらな
い。それが故郷だ。だのに男の妙なプライドはいつ

◇所得の格差が拡大し、中間層の厚みが失われつつあ
るとの指摘です。格差拡大は人々を不安に陥れ、そ
の是正は今政治が取り組むべき重要な課題です。他
方で、アメリカ型の社会が望ましいとの意見もあり
ます。
MD ／国会会議録／ 1981

他方では〔接続詞/対比/〕
◇人間の性格は一方では生まれながらの体質の産物で
あるが、他方ではその生涯をつうじて、とくに成長
期をつうじて人間をとりまく環境の産物である
BK ／空想から科学へ／石田精一／新日本出版社／ 1999

◇生産活動における環境対策は、一方では企業のコス
トを上昇させることにより経済へのマイナスの効果
を持つが、他方では、こうした環境保全に関する事
業活動に対する需要の拡大につながり、経済に対し
てプラスの効果をも併せ持つことになる。
WR ／環境白書／環境省総合環境政策局環境計画課長／大蔵省印刷局／ 1993

◇一方で対ソ脅威論を声高に叫びながら、他方では手
を握ろうと、話し合いをしようという筋書きは少し
く無理筋ではないかと思いますが、
MD ／国会会議録／ 2005

た
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ためだ〔証拠モダリティ助動詞/推定/体言＋の 用言
連体形〕
◇私がやったことはわが祖国と民族のためだ
BK ／いま、女として／池田菊敏／金賢姫／文芸春秋／ 1991

◇フランクリン・ルーズベルト大統領が原爆製造を決
意したのは、まもなく到来しようとしている戦争の
結果を決定づけるものとして、ヒトラーが先に原爆
を保有することを恐れたためだった。
PM ／論座／ジョナサン・シェル／朝日新聞社／山田和子／朝日新聞社／ 2003

◇早く辞めたほうがあなたのためだと思います。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

ために 1 〔接続助詞/目的/動詞連体形〕
◇選挙というものは、勝つためにやらなければ意味が
ない。
BK ／経世会竹下学校／大下英治／講談社／ 1999

◇正しい治療を受けるために、各種の医療機関や専門
の相談先を知っておくことが大変重要なことです。
PM ／メイプル／メイプル編集部／集英社／ 2002

◇『音楽療法士』になるために、まずは、ピアノ等・
・
楽器が演奏できなければいけません。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

ために 2 〔接続助詞/因果/用言連体形〕
◇地球環境問題のみならず食糧問題、人口問題にいた
るまで、現代文明が抱える問題は人類が欲望のまま
に人間圏を拡大させてきたために生じてきたもので
ある
BK ／エコマネー／加藤敏春／日本経済評論社／ 1998

◇このコストにつきましては、地質的な条件が悪いた
めに、たとえば中東地域とかその他世界的な産油地
帯に比べますとかなり高くついているわけでござい
ます。
MD ／国会会議録／ 1977

◇非常に強烈なマグニチュードの地震でございました
が、非常に深いところで起きたために津波がなく、震
度も、あるいはもっと強烈だったかもしれませんが
六で済んだ。
MD ／国会会議録／ 1993

た

だもの〔認識モダリティ文末辞/感慨/名詞 名詞節〕
◇神様。どうかお願い、彼女が生きていてくれますよ
うに。その為ならあたし、死んだっていい。どうせ
もうあたしは生きてはいないんだもの
BK ／今はもういないあたしへ…／新井素子／早川書房／ 1990

◇「すみません。ちょっと約束あるんで」 「デート？
週末だものね」
PM ／野性時代／赤川次郎／角川書店／ 2005

◇誰もがそうですよ。人間だもの、神様じゃないから

ね。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

たらいい〔義務モダリティ助動詞/必要/動詞連用形〕
◇チャンスがあったら学校を一度見たらいい。
BK ／神の吹かす風／シドニィ・シェルダン・天馬竜行／アカデミー出版／ 1996

◇きれいな自然環境を映像で再現するだけなら、実際
に本物を見に行ったらいい。
PM ／中日新聞／押井守・清水俊郎・中日新聞社／株式会社中日新聞社／ 2003

◇まだ調査中で返事ができないというのならそれをは
っきり言ったらいいし、いつまでに結論を出すとい
うのなら、それをはっきり言ったらいい。
MD ／国会会議録／ 1998

たらいけない〔義務モダリティ助動詞/不許可/動詞連
用形〕
◇人間には人権というものがあります、人の悪口をいっ
たらいけないのです。
BK ／有効期限の過ぎた亭主・賞味期限の切れた女房／綾小路きみまろ／ PHP 研究所
／ 2002

◇やっぱり仕事前にイライラさせたらいけないね。
PM ／女性自身／カイヤ・女性自身編集部／光文社／ 2003

◇相撲や剣道は勝ったあとガッツポーズなどをしたら
いけない（というか負けになる）と聞きました。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

たらない〔認識モダリティ助動詞/感慨/形容詞基本形〕
◇ふたりが一緒にいるところを見てると、ほんとに可
愛らしいったらないわ。
BK ／ミステリー／ピーター・ストラウブ・芹澤恵／扶桑社／ 1994

◇そろいもそろって猫背で格好悪いったらないわ。
PM ／女性自身／近藤珠実・女性自身編集部・武内純子／光文社／ 2003

たるや〔係助詞/主題/体言〕
◇そこでおこなわれた儀式たるや、もう長いこと、公
然の秘密でしかなかったのである。
BK ／オカルティズムへの招待／久野昭／文芸春秋／ 1993

◇インターネット上の巨大掲示板サイトである「２ちゃ
んねる」は匿名投稿が特徴で、あらゆるテーマに関
する膨大な数の書き込みが寄せられる。今日、その
存在感たるや無視できない。
PM ／週刊東洋経済／菅野朋子・週刊東洋経済編集部／東洋経済新報社／ 2004

◇１７１７年のフリーメーソン結成からわずか半世紀
のあいだに、フリーメーソンはアメリカのみならず
世界各地でメンバーを増やしていった。その顔ぶれ
たるや、そうそうたるものである。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008
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ち
ちなみに〔接続詞/補足/〕
◇失業率が２５％にまで達していたアメリカはこのケ
インズの理論に従って、テネシー川に大規模なダム
をつくるなどの公共事業を行ったんだ。ちなみに当
時のアメリカの大統領は「ルーズベルト大統領」で
これらの政策は「ニューディール政策」というんだ。
BK ／経済のニュースが面白いほどわかる本／細野真宏／中経出版／ 1999

◇太りたくなければボーッとしないこと 休日だって
いっぱい考え事をするべし！脳はものすごくエネル
ギーを消費するもの。ちなみに将棋の羽生名人は２
時間座って一局打つだけで２キロやせるらしい。
PM ／ＦＲａＵ／浜内千波・ＦＲａＵ編集部・細谷美香・山崎まどか・山本奈緒子／講
談社／ 2005

◇ピーマンやパプリカは辛みがないトウガラシという
ことですが，パプリカは肉厚で柔らかく甘みがある
のが特徴です。生やサッと火を通して食べます。ち
なみに，香辛料のパプリカは，ピーマンの一品種の
熟して赤くなったものを乾燥させて粉末にしたもの
です。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

ち
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つ

ィーまで聞けます。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

1

ついで 〔接続詞/序列/〕
◇まず、幕末からしきりに西洋との交渉がふえてオラ
ンダ語、ついで英語、というヨーロッパの「外語」が
知られるようになってきた。
BK ／なんのための日本語／加藤秀俊 ／中央公論新社／ 2004

◇一般的にイタリアやドイツ、ついで北欧や東欧、南
米の守備的なサッカーをする国で、優秀なキーパー
が登場する向きがありますが、ことイタリアに関し
てはどう思いますか？
PM ／Ｆｏｏｔｉｖａｌ／楢—正剛・高橋史門／ソニー・マガジンズ／ 2003

ついで 2 〔接続詞/継起/〕
◇戦後政治は、政党づくりから始まることになった。
四五年十一月、日本社会党が結成された。ついで鳩
山一郎らの日本自由党が結成された。
大隈鐵二論文選／大隈鉄二／労働新聞社；星雲社 (発売) ／ 2004

◇敵機胴体のあちこちから、激しく火花が飛び散った。
ついで ― エンジン部分から、真っ黒い煙が湧き
出してくる。
PM ／小説推理／川又千秋／双葉社／ 2001

◇事件発生の報告は、清水節郎中隊長より、まず豊台
の一木清直大隊長、ついで北平の牟田口廉也連隊長
に伝達される。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

ついでながら〔接続詞/補足/〕
◇戸田技師は相当に飛行機好きな人であったようです。
ついでながらお酒好きも相当なもので、そのため卒
論が間に合わず東大を三ヵ月遅れて大正十年七月に
卒業するなどして、陸軍航空本部に入りました。

ついでに 2 〔接続詞/補足/〕
◇全体主義にとって、一トン戦車は人間の命よりも価
値がある。しかし、歴史のはかりに乗せれば、そん
なものに、なんの価値があるというのだろう。 つ
いでに、戦車のことを言っておこう。
BK. ／／希望／エドアルド・シェワルナゼ・朝日新聞社朝日新聞社／ 1991

◇したがって、大体何人ぐらい参考人として聞いたの
か、被疑者としてということを聞いているのではな
いのであって、事情聴取したのはどのくらいか、つ
いでに国会議員の秘書の場合はどのくらいかもあわ
せてお答えいただきたいと思います。
MD ／国会会議録／ 1976

ついでに 3 〔接続助詞/同時/動詞連体形〕
◇銭湯へ行くついでに夕食をすませてきたり、お弁当
を買ってきたりする。
BK ／お嬢さん探偵ハルミ危機一髪／青柳友子／角川書店／ 1992

◇良二が出張したついでに佐賀で私の母に会い、私の
近況も聞いたということだった。
PM ／群像／岩橋邦枝・群像編集部・藤沢周／講談社／ 2001

◇出かけたついでに寄り道してヤマダ電機の新本店に
行ってみた。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

ついては〔接続詞/因果/〕
◇旅行中に、こちらで起きた不思議な犯罪にぶつかり
ましてな。ついては、そのことでお力を貸していた
だきたくて…
BK ／ニセコ積丹殺人旅行／斎藤栄／光文社／ 1995

BK. ／陸軍カ号観測疑玉手榮治／光人社／ 2002

◇私どももお世話をした立場から非常に喜んでおるわ
けで、感謝を申し上げたいと思うのです。ついでな
がらお伺いをしますが、今局長も御答弁になったよ
うに、韓国のパスポートを持ち、外国人登録をして
おるわけですが、それは事務的に言うならばどこで
消すわけですか。
MD ／国会会議録／ 1985

ついでに 1 〔接続詞/添加/〕
◇家も、仕事も、ついでに名字も変わっていない。

◇岩崎晃児を『公文書偽造』と『重婚』の容疑で逮捕し
ました。ついては、あなたからも事情を伺いたく…
PM ／週刊新潮／井口民樹・週刊新潮編集部／新潮社／ 2005

◇私たちは、検察審査会への審査申立てによって、本件
が本当に不起訴処分で終わってよいのかを、今一度
市民の目で確かめてもらいたいと考えています。つ
いては、上記審査申立てにご賛同いただける方を広
く募りたいので、趣旨に賛同いただける方は、下記
宛にＦＡＸもしくはメールにてご回答をお願いした
します。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

BK ／中国てなもんや商社／谷崎光／文芸春秋／ 1996

つ

◇俺の仕事にどんな意味があるのか、と編集長を問い
詰めると返ってきた答は「君の仕事も、ついでに君
の命ももう必要ないって段になったら、そのときす
べてわかる…」。
PN ／毎日新聞／高井有一／株式会社毎日新聞社／ 2004

◇下記のサイトに歌詞が載っていて、ついでにメロデ

次に 1 〔接続詞/継起/〕
◇鼻からゆっくり大きく息を吸います。次に、口から
太めのストローを１本くわえているつもりで細ーく
吐く、これを何回か繰り返せば鼻通りがスッキリし
てきます。
BK ／骨盤教室／寺門琢己／幻冬舎／ 2005

54
◇電子レンジに約一分かけ、取り出して木杓子でよく
混ぜます。次に三〜四分かけますが、途中で二回位
取り出し、その都度よく練ります。
PM ／暮しの手帖別冊／ご馳走の手帖暮しの手帖編集部・斉藤容子／暮しの手帖社／
2001

◇まず最初にじゃんけんで順番を決めます。次にコー
クといってダーツを一本づつ投げてブルに近いほう
が先行を取ります。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

次に 2 〔接続詞/序列/〕
◇私自身はさしあたって三つの願望を持っている。一
つはいくつになっても会いたいと思う人がいること。
次に、いくつになってもやりたいことがあること。そ
して、最後に、いくつになっても進歩しつづけたい。
BK ／女の言葉が男を変える／木下明美／講談社／ 1993

◇まず、バランス訓練のために二本足で立つ。次に水
平方向の運動で、歩くことです。それもしんどくな
い程度に、速く歩く。三番目に垂直方向の運動で、階
段を上ることや、いすから立ち上がったり座ること
をお勧めします。
PN ／京都新聞／清原邦雄・佐藤達朗・塚本克美・山出一郎・吉川順介／株式会社京都新
聞社／ 2005

◇まずは睡眠を充分とる事が第一です。次に酔い止め
の薬を服用、後は精神的な問題なので余り船酔いす
る事を考えない事ですかね。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

ったって 1 〔副助詞/極限/体言〕
◇「もったいないわよ。あんな子どもにワインなんか
わかるもんですか」 「子どもったって、奴は僕と
同じ齢じゃないか」
BK ／最終便に間に合えば／林真理子／文芸春秋／ 1985

◇手紙ったって、メモ書き程度の４行しかなかったの
にぃ。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

ったって 2 〔接続助詞/条件/節〕
◇説明するったって、語るべきことがありませんよ。
BK ／本格ミステリ／有栖川有栖・本格ミステリ作家クラブ／講談社／ 2001

◇歩けったって 限度があるし
かしら・
・
・

無理どこまでいくの

YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

つつある〔局面アスペクト助動詞/進行/動詞連用形〕
◇大都市での産業廃棄物処理能力が限界に近づきつつ
ある。
BK ／日本経済虚々実々／牧野昇／広済堂出版／ 1995

◇職を持つ既婚女性は明らかに増えつつある。
PM ／週刊文春／エミ・カワグチ・マーン・内田康夫／文藝春秋／ 2002

◇もはや戦争やりほうだいの時代は去りつつある。
MD ／／国会会議録／ 1992

続いて 1 〔接続詞/継起/〕
◇肉料理をオーダーする 肉料理はコースの主役であ
るから、メニューを渡されたらまず最初に肉料理を
決める。続いて、素材や味付けなどが重複しないよ
うに気をつけながら前菜を選ぶと、バランスのよい
オーダーになる。
BK ／レストランのメニュー／谷あつこ・さらだたまこ／日本文芸社／ 1997

◇イングリッド・バーグマンはストックホルム生まれ。
スウェーデン映画界にデビュー後、ハリウッドで『カ
サブランカ』に主演し、人気上昇。続いて、
『誰が為
に鐘は鳴る』がヒット。
PM ／ＣＯＳＭＯＰＯＬＩＴＡＮ日本版／八坂裕子／集英社／ 2001

◇１回目のデートの定番といえば遊園地です。さっそ
くジェットコースターに乗ることになりました。彼
の反応は？⇒僕の手を握ってめっちゃ優しく微笑ん
でいる…みたいな！
？続いて、ゲームコーナーのＵＦ
Ｏキャッチャーで遊ぶことになりました。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

続いて 2 〔接続詞/序列/〕
◇人気スポーツは何といってもサッカーである。続い
て、水泳、陸上競技、スキー、テニスの順になって
いる。
BK ／ドイツ感覚／岩村偉史／三修社／ 1999

◇我が国は、米国に次いで学位取得者数が多く、工学
系の比率が高いのが特色となっている。続いて、英
国、ドイツ、フランスの順となっている。
WR ／科学技術白書／文部科学省科学技術・学術政策局／調査調整課（独）国立印刷局
／ 2004

つつも〔接続助詞/逆接/動詞連用形〕
◇正直なところ何か変だなぁと思いつつも、
「そんなも
のだ」とあまり深く考えませんでした。
BK ／埼玉県よしかわ発男女共同参画物語／康憲子／生活思想社／ 2001

◇「大人の街」の伝統的な良さを保ちつつも、一方で
かつてとは違った顔を見せ始めているのがこのとこ
ろの銀座なのだ。
PM ／エコノミスト／エコノミスト編集部・小田公美子・阪倉宏志／毎日新聞社／ 2001

◇「勲章なんかより現金がいい」といいつつも、元国
家公務員として、やはり勲章はうれしいらしい。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

っていうか 1 〔接続詞/言い換え/〕
◇そういえば以前の借金トラブルも、お千代さんご本
人というより、婚約者だったり、お医者さまだった
りが原因だったはず。っていうかお千代さん、ちょっ
と人を信頼しすぎなんじゃありませんか。
BK ／週刊女装リターンズ／マツコ・デラックス／主婦と生活社／ 2005

つ
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◇須賀 初めて現代劇をやったときって違和感あった
りとかしたんですか。獅童 まるっきりなかったな。
っていうか、外に出たときは歌舞伎役者としての中
村獅童はこっちに置いといて一新人役者のつもりで
やっているから。

の中でわかっていたんですよ。
PM ／週刊ＳＰＡ！／越智真人・貞方邦介・週刊ＳＰＡ！編集部・中村裕一／扶桑社／
2004

◇平和だから「スポーツ出来る」ってことを、また平
和だからこそ「スポーツで飯が食える」ってことを
考えてほしいものです。

PM ／ＴｏｐＳｔａｇｅＴＶガイド関東版増刊／清水まり・須賀貴匡・ＴＶガイド編集
部・中村獅童／東京ニュース通信社／ 2003

◇まぁ、熱はないけれど咳が気になる。っていうか残っ
てるのがねぇ
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

っていうか 2 〔接続助詞/言い換え/体言 節〕
◇「嵯峨君、ずいぶん変わったのね」 「どこが？」と
嵯峨も日本語でたずねてきた。 「なんていうか、す
ごく意見を押し通すようになったっていうか、強気
というか…」
BK ／千里眼の死角／松岡圭祐／小学館／ 2004

◇俳優さんってすごいっていうか、えらいですよね。こ
んなシロウトのおばさん相手に、ちゃんと真剣な表
情になり、演技してくれるのだ。
PM ／週刊文春／林真理子／文藝春秋／ 2004

◇ゆきえさんだけなんか馴染んでないっていうか浮い
てるっていうか気になる存在ですね。

ってな〔連体助詞/内容/節〕
◇気に入らないとギャーギャー騒ぐし、さも可愛いだ
ろうってな顔をして必要以上そばへ寄って来て、ク
リッとした目なんかしちゃって人の顔覗き込んだり
するでしょ、まったく癪にさわるわね
BK ／気分は夕焼け色／吉行和子／潮出版社／ 1986

◇観た後、ちょっと不快ってな映画があたしはよい映
画だと考えるのですが、あたしも「読んだ後、なん
かちょっと不快」と思って頂ける文章を目指して参
ります。
PM ／Ｗｅｅｋｌｙぴあ／大嶋麻美子・ぴあ・福田フクスケ／ぴあ／ 2003

◇行きは暗〜い悲しげな、いかにも葬式ってな曲ばか
りを演奏し、帰り道は明る〜い楽しげな曲ばかりを
演奏しますね。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

1

ってか 〔接続詞/言い換え/〕
◇「ゴメン春生さん、オレ、朝ゴハンいらない。って
か食ってく時間ないし」
BK ／みだらな絆／小林蒼／幻冬舎コミックス；幻冬舎 (発売) ／ 2003

◇困りますよね。話が夢中で子供が見えなくなってい
る親。子供だからといってゆるされることではあり
ません。普通の親ならきつくしかって、あなたがたに
謝らせます。ってか、そんななる前に注意しますよ！
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

ってか 2 〔伝達モダリティ文末辞/確認/節〕
◇「わすれねえうちにいっとくがな、帰りの電車賃を
先にもらいたい。なあ、五郎三よ。」「仕事もしねえ
うちに、金を払えってか。」
BK ／クレヨン王国道草物語／福永令三／講談社／ 2002

っての 1 〔準体助詞/体言化/体言 節〕
◇わぁ、寒ぅ。 ね、中でおソバ食べながら話すって
の、どう！
？
BK ／恋のおクスリ「ふたりぶん」／くれこゆう／講談社／ 1993

◇ あたしが中学生の頃、テレビで「スケバン刑事」っ
てのが流行った。
PM ／Ｗｅｅｋｌｙぴあ／大嶋麻美子・ぴあ・福田フクスケ／ぴあ／ 2003

◇あのさ……見合いのメリットってナンだと思う？経
済的に安定してるっての、第一条件じゃないのか？
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

っての 2 〔義務モダリティ文末辞/必要/動詞命令形〕
◇こっちはヒヨッコなんだから手加減しろっての
BK ／リアルバウトハイスクール／雑賀礼史／富士見書房／ 2004

◇できないなら最初から言うなっての。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

◇ニール氏といえば、ブッシュファミリーの中でも「ダ
メな兄よりさらにできの悪いドラ息子」で知られて
いる男…。何とかは何とかを呼ぶってか。
PM ／現代／現代編集部／講談社／ 2002

ってのか〔伝達モダリティ文末辞/疑問/節〕
◇村を奪われて、黙って引き下がれってのか！
？
BK ／デルフィニア戦記／茅田砂胡／中央公論新社／ 2005

つ

ってこと〔準体助詞/体言化/節〕
◇五体満足だってことが、人間の資格なんですか。
BK ／ひかり求めて／田原米子／ダイナミックセラーズ出版／ 1992

◇親の言う通りに一流大学から一流企業に入るだけじ
ゃ、フェラーリは決して買えないってことは、自分

ってば 1 〔係助詞/主題/体言〕
◇こんな達筆な文に返事出すのに、俺の文字ってばど
うなのさ！
BK ／鏡の檻をつき破れ／結城光流／角川書店／ 2002
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◇説子ってば、山本とまるっきり同じこと言うんだもん
PM ／コバルト／片山奈保子・コバルト編集部／集英社／ 2004

◇田舎町に住んでいた時は「越富」から帰るのに２時
間はかかっていたのに本当アタシってば都会っ子に
なったなぁ〜っとタクシーの中で実感してました。

◇それで、これからどうするつもりだ
PM ／青春と読書／唯川恵／集英社／ 2002

◇華麗なボクシングで対抗し、王座を奪取するつもり
だ。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

2

ってば 〔伝達モダリティ文末辞/確認/節〕
◇うそじゃないってば。
BK ／おまけのオバケはおっチョコちょい／深山さくら／旺文社／ 2003

◇宿題多すぎだってば〜。先生、何とかしてください！
！
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

つもりだ 2 〔認識モダリティ助動詞/意図/動詞た形/
ている 体言＋の〕
◇じつは冗談のつもりだった
BK ／美しいままで／秋岡史・ネーダーコールン靖子／祥伝社／ 2001

◇協子は自分が文句を言う筋合いではないということ
はわかっているつもりだ。
PM ／青春と読書／唯川恵／集英社／ 2002

つまりは 1 〔接続詞/結論/〕
◇自分の進む方向が自分にほんとうにわかってくるま
で、本気で一つの方向に進むことができないのは、当
然といえば当然です。つまりは、モラトリアムの時
期に、重大な進路決定がおこなわれるのに、本人は
まだ自分自身を知らず、まわりは本人が自分自身を
知っていると錯覚するところに問題がありそうです。

◇ママンはそれなりの対応をしたつもりだ・
・
・。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

BK ／ヒトの発見／尾本惠市／読売新聞社／ 1987

◇海外に出ていくというふうな意味における日本の軍
事的役割りはないとしても、日本自体がいま非常に
欠けているみずからの国も守り得ないようなそうい
う体制を充実させることが、つまりは日本の平和に
もなり、アジアの平和にもつながり、一つの国際的
な役割りにもつながる、
MD ／国会会議録／ 1981

つまりは 2 〔接続詞/言い換え/〕
◇貴族などの上層階級の人は別として、一般の女性達
も「美と知性」みたいなことを考えるようになった
のは割と最近、つまりは「女にも教育を」というこ
とになってからのことと思われます。
BK ／私は美人／酒井順子／朝日新聞社／ 2005

◇資産といえば、一つの体と、創意と野心に満ちた情
熱だけ、つまりは世間の眼から見ればちょっと元気
な二十三歳の若造でしかない松下自身だけであり、
PM ／Ｖｏｉｃｅ／福田和也・Ｖｏｉｃｅ編集部／ PHP 研究所／ 2001

◇環境も余りよくないと申しましょうか、つまりは、就
職だってなかなか厳しいですし、家族ともいろいろ
葛藤がある方もいらっしゃるしという中で、不幸に
も行刑施設にお世話になるという方もいらっしゃる
のかなと思いますが、
MD ／国会会議録／ 2005

つもりだ 1 〔認識モダリティ助動詞/意志/動詞基本形/
否定形〕
◇おれは東京で一旗上げるつもりだ。
BK ／これで納得！契約の基本／寺村淳／総合法令出版／ 2004

つ
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て

て
てあげる〔ダイクティック助動詞/授受/動詞連用形〕
◇私もできるかぎりのことを手伝ってあげる。
BK ／メビウス・レター／北森鴻／講談社／ 2001

◇つい娘に「合格したらパソコンでも何でも買ってあ
げる」って約束したんです。
PM ／神戸新聞／／株式会社神戸新聞社／ 2005

◇出かける時は常に体調を気遣ってあげる。重たいも
のは持ってあげる。イライラをぶつけてきても黙っ
て聞いてあげる。こんな感じかな？優しい彼氏さん
ですね
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

てある 1 〔文法アスペクト助動詞/結果/動詞連用形〕
◇いやぁ、これはやはり本当によく調べてよく書いて
ありますよ
BK ／ソローと漱石の森／稲本正／日本放送出版協会／ 1999

◇祭壇だったであろう正面奥の壁には、十字架が飾っ
てある。
PM ／旅の手朕歌岡泰宏・旅の手帖編集部／交通新聞社／ 2004

◇コンビニでは、トイレが自由に使え、店の割りには、
駐車場が大きいし、店外にゴミ箱も設置してある。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

てある 2 〔文法アスペクト助動詞/パーフェクト/動詞
連用形〕
◇地元のサプライヤーと常に話し合って、当店独自の
商品をつくり出すよう、各マネジャーに命じてある。
BK ／巨泉／大橋 巨泉／講談社／ 2000

◇システム側は，ユーザーの急増を見込んで，十分な
性能を確保してある。
PM ／日経インターネットソリューション／株式会社日経 BP・著作権窓口／日経 BP
社／ 2002

◇小田急の中央林間から町田まで１ヶ月の定期券を買っ
てある。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

てある 3 〔ヴォイス助動詞/受身/動詞連用形〕
◇「いやぁ、これはやはり本当によく調べてよく書い
てありますよ」
BK ／ソローと漱石の森／稲本正／日本放送出版協会／ 1999

◇彼の趣味が高じた「行動心理学」の研究に打ち込む
ようになったのは、五年ほど前からである。
BK ／伍子胥／伴野朗／徳間書店／ 2005

◇味方の選手やファンからの圧力に立ち向かわなけれ
ばならない。その際にも必要となるのは、自分を支
える自信である。
PM ／週刊朝日／金子達仁／朝日新聞社／ 2002

◇勤め始めた新入社員には、半年ぐらいの時間を費や
して、
「きちんと」することを厳しく根気良く教え込
むことが重要である。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

であれば 1 〔接続詞/条件/〕
◇「一生結婚するつもりはない」という人は少ないこ
とが、厚生省の調査でわかっている。であれば、結
婚・出産への意欲を高めることで、未婚率は減るの
ではないか
BK ／日本の論点／島田晴雄・文藝春秋・ライツ管理部・渡部昇一／文藝春秋／ 1997

◇ここでは何と男女の生物学的な性差は妊娠の「可能
性」の有無 だけ だという。であれば、妊娠さえ
しなければ生物学的にも男女の差異はないというこ
とになる。
PM ／諸君！／八木秀漆文藝春秋／ 2003

◇文面からは比較的若年女性とお見受けします。であ
れば最初に癌を考えるのはいささか飛躍と言えなく
もありますまい。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

であれば 2 〔係助詞/状況/体言〕
◇大企業であれば、あるまとまった組織単位でＩＴな
どの投資や利益をバランスさせれば事業の採算性は
よくなるが、中小企業は単一の組織ごとの投資が必
要で、それぞれで利益を挙げなければならない。
BK ／日本の進路を語る／島田晴雄／ NTT 出版／ 2001

◇第二の条件は、主務官庁が、雇用対策として国の関
与が必要であると認定すること。ゼネコンであれば
国土交通省が、流通であれば経済産業省が、その認
定を所管すべきだろう。
PM ／文藝春秋／木村剛／文藝春秋／ 2001

◇国鉄であれば、税金を使うので、無理して稼ごうと
焦りません。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

◇祭壇だったであろう正面奥の壁には、十字架が飾っ
てある。
PM ／旅の手朕歌岡泰宏・旅の手帖編集部／交通新聞社／ 2004

◇コンビニでは、トイレが自由に使え、店の割りには、
駐車場が大きいし、店外にゴミ箱も設置してある。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

である 4 〔認識モダリティ助動詞/判定/体言 名詞節〕

であればこそ 1 〔接続詞/因果/〕
◇十数年後のアジアはさらに複雑になるだろう。イン
ドの勃興で三強時代に突入する可能性が大きいから
だ。であればこそ日中両国は、アジアの覇を争う一
国的な狭い目標を捨て、アジア共同体を築くという
雄大な夢を求めるべきではないか。
BK ／日中はなぜわかり合えないのか／莫邦富／平凡社／ 2005
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◇佐藤国務大臣今日の事態を認識しておられるただい
まの御発言につきましては、私も同感でございます。
であればこそ、水田農業確立対策これあり、また、こ
とし、来年に向けての緊急対策これあり、関係者の
皆さんには大変な苦労をしていただきながら御協力
を賜っておる中で、
MD ／国会会議録／ 1998

が彼の彼女だったんだね。ていうか、言ってよダー
リン、そんな事態になる前に！
PM ／ｎｏｎ・ｎｏ／ｎｏｎ・ｎｏ編集部／集英社／ 2001

◇育児雑誌や、市販の離乳食の本に載ってるのは、ど
こか別の国の食事だと思ってます。育児休暇中です
が、あんなもん作ってられません。ていうか、離乳
食に手間隙かけるくらいなら、一緒に遊びます。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

2

であればこそ 〔接続助詞/因果/体言〕
◇平和は、日本の繁栄の土台である。経済の発展も、国
民生活の安定も、国際社会が平和であればこそ可能
なのである。
BK ／ 2010 年日本実現／山崎拓／ダイヤモンド社／ 1999

◇大きな歴史の節目と申しますか、しかも難しい歴史
の曲がり角であればこそ、やっぱりこういうときに
女性文部大臣を得たということは歴史的には意味が
あると思うところでございまして、
MD ／国会会議録／ 1993

ていい 1 〔義務モダリティ助動詞/可能/動詞連用形〕
◇化学薬品は甲状腺ホルモン剤を除けば、ほとんどが
体を冷やすと考えていい。
BK ／「体を温める」と病気は必ず治る／石原結實／三笠書房／ 2003

◇カネボウ化粧品再生の第１弾として来年１月に新ブ
ランド「ｓｕｉｓａｉ（スイサイ）」を発売する。こ
の成否が新生カネボウの雌雄を決すると見ていいだ
ろう。
PM ／週刊東洋経済／片平秀貴・週刊東洋経済編集部／東洋経済新報社／ 2004

◇政権交代は小沢氏の悲願といっていい。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

ていい 2 〔義務モダリティ助動詞/許可/用言連用形〕
◇窓開けていい？ あー、けっこういい風だねえ。
BK ／チョコリエッタ／大島真寿美／角川書店／ 2003

◇携帯で 今話してていい？ って聞くのは無駄なこと！
？
PM ／女性自身／近藤珠実・女性自身編集部・武内純子／光文社／ 2003

◇ＭｉｃｒｏｓｏｆｔＯｆｆｉｃｅは同じ持ち主が所
有しているもう１台のパソコンがノートパソコンで
あり、本人しか使わないのであれば一つのライセン
スで２台目のノートパソコンにインストールしてい
いと書いてあります。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

ていうか〔接続詞/言い換え/〕
◇ 「とおこちゃん、また徹夜したの？」 ＲＦの騒
音に負けない大きな声で、しかしのんびりとまりあ
が訊いた。 「ううん、寝たよ。ていうか、今まで
寝てた」
BK ／ランブルフィッシュ／三雲岳斗／角川書店／ 2001

◇彼とつき合う前、私が留学していた間には、あなた

でいうなら〔格助詞/根拠/体言〕
◇統計上でいうなら後半に大型台風の被害が出ている
のだが、この時期を怖れるのは稲の開花など、成育
にかかわる時期と重なるためであった。
BK ／松谷みよ子の本／松谷みよ子／講談社／ 1996

◇「私もスタンフォードから帰って来た当初は、この
寒さには参りましたよ。日本でいうなら北京はちょ
うど秋田か盛岡に相当する緯度になりますからね」
PM ／サンデー毎日／池野佐知子・楡周平／毎日新聞社／ 2004

◇農産物は一年の生育期間、木材は五十年とか七十年
とかそんな話ですから、生育期間でいうなら五十年、
七十年を一年と見て、そういうことでへ理屈でもい
いから何か論理はつくれないかとまで言ったのです
が、なかなか難しいということであります。
MD ／国会会議録／ 2001

でいうならば〔格助詞/根拠/体言〕
◇志士たちの多くは心情・性格の分類でいうならば悲
憤・慷慨型の人物であった。
BK ／志士と官僚／佐々木克／講談社／ 2000

◇帯の生産量でいうならば、ピーク時に比べて五百万
本以上は減っています。
MD ／国会会議録／ 1997

でいえば〔格助詞/根拠/体言〕
◇この地域は、地域的な利点でいえば、欧州大陸に比
べてはるかに天然資源が豊富に存在する。
BK ／アジアが日本に屈する日／長谷川慶太郎／ビジネス社／ 2005

◇こまごましたものを入れているこのバスケット、実
は、一つ２、０００円もしたんです。機能面だけでい
えば安いプラスチックのものでもいいのですが、多
少高くてもそうはしたくなくて…
PM ／クロワッサン／クロワッサン編集部／マガジンハウス／ 2002

◇日本は人口が減ればいい、と思っているのですが、間
違っていますか？経済優先の観点でいえばマイナス
面が大きいということです。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

ていく 1 〔文法アスペクト助動詞/変化/動詞連用形〕
◇上手にほめる・しかる―大切なのは子どもを思う気
持ちです―ほめるほめられることで子どもは伸びて

て
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いく

◇期待と不安が入り交じる長い夜が過ぎていく。

BK ／ひとりっ子のしつけと育児／横田京子・渡辺とよ子／ナツメ社／ 1993

◇もとは天然素材であったものが，文明の発達に伴い
金属やプラスチックのように人工素材に広がり，技
術や道具も近代化していく。

PM ／ＲＯＣＫ＆ＳＮＯＷ／アレキサンドル・ルチキン・ステフ・デイビス・ポッター・
中川裕・古田理佳・ＲＯＣＫ＆ＳＮＯＷ編集部／山と渓谷社／ 2004

◇ロッテの強さはどこへいったのですか？このまま終
わっていくのですか？
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

PM ／螢雪時代４月臨時増刊／全国大学学部・学科案内号・久世建二／蛍雪時代編集部
／旺文社／ 2003

◇自動車事故対策センターの業務量でありますが、交
通事故が多発していく、免許証所持者がふえていく、
車の台数がふえていく、こういうことなどから当然、
年々業務量そのものが拡大してきておるのでありま
すが、

ていけない 1 〔認識モダリティ助動詞/不可避/用言連
用形〕
◇「それじゃ大根下ろしの所為だ。僕はもう止すよ。顔
が痒くなると、むしゃくしゃしていけない」
BK ／大貧帳／内田百間／筑摩書房／ 2003

MD ／国会会議録／ 1981

2

ていく 〔文法アスペクト助動詞/継続/動詞連用形〕
◇上田の挑戦はこれからも続いていく。
BK ／勝ち組に学べ！／礒崎圭二・恩田饒／シグマベイスキャピタル／ 2005

◇今後、日本はこうした基本方針に沿って交渉相手国・
地域を選定しつつ、引き続きＥＰＡを積極的に推進
していく。
WR ／外交青書／外務省総合外交政策局政策室企画課／（株）太陽美術／ 2005

◇これからの自分のために！しっかりとした気持ちで
頑張っていく。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

ていけない 2 〔義務モダリティ助動詞/不許可/動詞連
用形〕
◇一枝さんは病歴が長く、この病室に、もう七年もく
らしていた。お母さんはいたが、そこには帰ってい
けない事情があった。
BK ／ふたりの愛子／堀内純子／小峰書店／ 1992

ていただく〔ダイクティック助動詞/授受/動詞連用形〕
◇小千谷市商工観光課の久保田課長補佐には、避難所
でのトイレ事情などを詳しく丁寧に教えていただい
た。
BK ／トイレが大変！／寺田寅彦・山下亨／近代消防社／ 2005

ていく 3 〔文法アスペクト助動詞/反復/動詞連用形〕
◇そして幾多の王朝が次々と現れては消えていった
BK ／生命の多様性／エドワード・O・ウィルソン・大貫昌子・牧野俊一／岩波書店／
2004

◇先生からも すばらしい成果！ よくがんばりまし
たね ってほめていただいて、ほんとうにうれしかっ
たです。
PM ／主婦の友／主婦の友編集部／主婦の友社／ 2002

◇人形をちょっとずつ動かしては写真を撮り、デジカ
メの液晶画面で次々と再生していく。
PM ／日経ＰＣビギナーズ／田澤由利・日経ＰＣビギナーズ編集部／日経 BP 社／ 2005

◇そして血中に放たれたウイルスはヒトの体内で次々
とリンパ球を冒していきます。

◇アメリカの小、中、高の先生に日本に来ていただい
ております。三週間いて、ホームステイしていただ
いて、各学校に行っていただく。
MD ／国会会議録／ 2000

YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

4

ていく 〔ダイクティック助動詞/移動/動詞連用形〕
◇好きなお菓子を持っていく。
BK ／パワプロクンポケット 3 パーフェクトガイド／コナミ株式会社／コナミ；新紀元
社 (発売) ／ 2001

◇山頂までの葛折の急な坂道を、巡礼者たちが確かな
歩調で登っていく。
PM ／ムー／柴田徹之・ムー編集部／学習研究社／ 2003

ていられない〔認識モダリティ助動詞/不可避/用言連
用形〕
◇私の胸がわくわくした。事件と聞いては、じっとし
ていられない。どんな事件だろう？
BK ／仁木兄妹長篇全集／仁木悦子／出版芸術社／ 1999

◇目をおおうばかりというか、あぶなくて見ていられ
ない
PM ／囲碁／囲碁編集部・上村邦夫／誠文堂新光社／ 2002

◇成熟企業に留保されているお金というものを、資源
というものをできるだけ新企業に、資本市場に戻し
て投資に向けていく。

◇こんなことを書かれて黙っていられない
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

MD ／国会会議録／ 1998

ていく 5 〔ダイクティック助動詞/消滅/動詞連用形〕
◇だってしあわせは花火と同じ。ぱっと花が咲いて消
えていく。
BK ／不知火清十郎／早坂倫太郎／集英社／ 1997

ている 1 〔局面アスペクト助動詞/進行/動詞連用形〕
◇ひじを枕にして横たわる天晴に寄りそうようにして、
猫は気持ちよさげに眠っている。
BK ／誘拐してみる？／あべ悠里／プランタン出版；フランス書院 (発売) ／ 2003

◇大分ゆかりの滝廉太郎の曲「荒城の月」が心にしみ

60
る。お年寄りがじっと目を閉じて聞いている。
PN ／西日本新聞／穴山健・西日本新聞社／株式会社西日本新聞社／ 2003

◇老人、幼児、子供も澄んだ空気のなかを、頂上めざ
して歩いている。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

ている 2 〔文法アスペクト助動詞/結果/動詞連用形〕
◇正門の大きな扉はもう閉まっていて、横の通用門だ
けが開いている。
BK ／会いたくて／鎌田敏夫／立風書房／ 1989

◇Ｇｏｏｇｌｅの電卓機能には「単位を変換する」と
いう機能がついている。
PM ／ＡＳＡＨＩパソコン／水野貴明／朝日新聞社／ 2004

◇時々機械で草を刈っていくが、今はシロツメクサが
一面に生えている。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

ている 3 〔文法アスペクト助動詞/パーフェクト/動詞
連用形〕
◇地震予知について、プロジェクト見直しの議論は既
に始まっている

ておいで〔義務モダリティ助動詞/必要/動詞連用形〕
◇ 「これ、お君、めったなことをいうもんじゃない。
さ、さ、おまえはむこうへいっておいで。ちゃっと奥
へひっこんでおいで」
BK ／花の通り魔／横溝正史／徳間書店／ 2003

◇さあ、みておいで。めずらしいちゃがまの、玉のり、
おどりだよ。
PM ／おともだち／矢部美智代／講談社／ 2003

◇いっぱい活躍して、必ずマリノスに戻っておいで。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

ておく 1 〔文法アスペクト助動詞/結果/動詞連用形〕
◇合成ゴム系の接着剤を両方に塗り、一〇分ほど置い
ておく。
BK ／その道のプロが教える「裏ワザ」(金) 読本／知的生活追跡班／青春出版社／ 2003

◇矢野雅恵さんからいただいた御手紙は、大切な手紙
を入れる箱にしまっておいた。
PM ／新潮４５／柳美里／新潮社／ 2003

◇体の方もある程度運動をして健康な状態に保ってお
く。
MD ／国会会議録／ 2005

BK ／科学は今どうなっているの？／池内了／晶文社／ 2001

◇もうベビーシッターが来る時間は過ぎている
PM ／本の旅人／内田春菊・角川書店第一編集部・本の旅人担当／角川書店／ 2004

◇自由の女神の著作権ってあるのでしょうか？アメリ
カの著作権は死語７０年らしいですが、１８８６年
に完成しているらしいので、既に著作権は消滅して
いるのでしょうか？
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

ている 4 〔文法アスペクト助動詞/反復/動詞連用形〕
◇金の懐中時計が白いサテンの上できらきら輝いてい
る。
BK ／偽りのさよなら／水間朋／ハーレクイン／ 2002

◇屋外で無風の状態はまれで、被写体となる草花はい
つも風に揺れ動いている
PM ／四季の写真／加藤ゆみ子・四季の写真編集部／学習研究社／ 2001

◇うちのおばあさんはいつも同じ話ばかりしている。
TB ／ＰＯＬＥＳＴＡＲＷｒｉｔｉｎｇＣｏｕｒｓｅ／南出康世／数研出版株式会社／
2006

ておく 2 〔文法アスペクト助動詞/パーフェクト/動詞
連用形〕
◇入園・入学式の服装は，制服の指定があれば心配は
ないが，そうでない場合は早めに用意しておく。
BK ／冠婚葬祭実用辞典／学習研究社／学習研究社／ 2001

◇これもぜひ事前に知っておくべきだ。
PM ／螢雪時代４月臨時増刊全国大学学部・学科案内号／久世建二・蛍雪時代編集部／
旺文社／ 2003

◇レンズ豆は沸騰したお湯でさっとゆでて水気を切っ
ておく。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

てか〔接続助詞/因果/動詞連用形〕
◇心身の苦労に耐えかねてか、それから二年後に流行
した腸チフスに感染して病死し、父の許へ行ってし
まった。
BK ／孫たちへの証言／一柳昌江・福山琢磨／新風書房／ 2001

◇目新しさもあってか、よく売れています
PN ／読売新聞／小坂佳子・東京本社読売新聞／株式会社読売新聞社／ 2002

ている 5 〔文法アスペクト助動詞/状態/動詞連用形〕
◇写真の男は、背が高くやせている。
BK ／同時代ノンフィクション選集／早瀬圭一／文芸春秋／ 1993

◇筋力は，すべての年齢段階で男子が女子より優れて
いる。
WR ／青少年白書／内閣府政策統括官共生社会政策担当青少年育成第 1 担当／大蔵省印
刷局／ 1990

◇オウムが話すのは人語を真似しているだけ＞舌が厚
く丸みを帯びていて人間の声帯に似ている。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

◇お盆ということもあってか、事務所にはだれもいな
いようだった。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

てかまわない〔義務モダリティ助動詞/許可/用言連用
形〕
◇いつでも、好きなときに、図書室に入ってかまわな
い。
BK ／窓ぎわのトットちゃん／黒柳徹子／講談社／ 1981

て
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◇日本への船便の手配が終わるまで、倉庫は数日使っ
ていてかまわないと、店主がいい出したのに甘えた。
PM ／週刊文春／服部真誠文藝春秋／ 2001

◇連絡は好きなだけしてかまわない。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

てから 1 〔接続助詞/継起/動詞連用形〕
◇「ええ。その、今、あなたが言われた伊豆から戻っ
てから、洋は車に乗ってないわ」
BK ／ダブルダウン／井上夢人・徳山諄一／講談社／ 2000

◇もっかバカ売れしている『チーズはどこへ消えた？』
（扶桑社）は、 ９９年度の全米ビジネス書ベストセ
ラーの第１位となったもので、日本でも昨年１１月
に出版されてから、すでに２４４万部を突破。
PM ／週刊現代／週刊現代編集部／講談社／ 2001

◇このサワードリンクを飲み始めてから、疲れ知らず
で太りにくくなりました
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

てから 2 〔接続助詞/先後/動詞連用形〕
◇「よくお聴きあれ」 前置きをしてから、久米はわ
ざと大きな咳払いをした。
BK ／西国城主／野中信二／光文社／ 2000

◇注文を受けてから、もつとニラ、玉ねぎ、キャベツ
などの野菜を真空パックして発送してくれる。
PM ／女性自身／大泉清・荒井陽子・森田朋子／光文社／ 2001

◇お弁当箱へ詰める時は、食べる日の朝すべてレンジ
で一度温めてから、詰めましょう。

◇夢を持ってください、夢は必ずかなうのよって
PM ／ＭＯＲＥ／岡本麻佑・ＭＯＲＥ編集部・ＲＵＭＩＫＯ／集英社／ 2002

◇横浜中華街で美味しいお店があったら教えてくださ
い。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

てくださる〔ダイクティック助動詞/授受/動詞連用形〕
◇ただ一つ不安に感じましたのは、浩子さんの親御さ
んが、この結婚を認めてくださるかということでし
た。
BK ／両親・親族・本人披露宴のあいさつ／花岡次郎・伏見友文／成美堂出版／ 2002

◇ファンや支えてくださる皆さんの期待にも応えたい
と思っています。
PM ／週刊サッカーマガジン／パベル・ホルバト・高村美砂／ベースボール・マガジン
社／ 2004

◇どなたか教えてくだされば幸いです。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

てくる 1 〔局面アスペクト助動詞/開始/動詞連用形〕
◇こうした省庁の職員任用政策の結果、人材育成面で
は、上級国家公務員に確固とした専門を持った人材
が育たないという弊害が起こってくる。
BK ／巨大市場インドのすべて／島田卓／ダイヤモンド社／ 2005

◇第１次石油危機以降弱まっていた企業の財務面の体
力も，総じて順調に回復してきた。
WR ／経済白書／内閣府政策統括官（経済財政分析担当）付参事官（総括担当）付／大
蔵省印刷局／ 1985

◇約２時間後ようやく到着。この頃には雲はあるもの
のけっこう晴れてきた。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

てからというもの〔接続助詞/継起/動詞連用形〕
◇両親が亡くなってからというもの、主人は元気を失
くし、ともすれば物思いに沈みがちになり、わたし
が話しかけても、ろくに返事もしないで塞ぎ込んで
いることもしばしばでした」
BK ／ 20 時 18 分の死神／和久峻三／角川書店／ 1991

◇結婚してからというもの、気が休まる時はありませ
んでした。
PN ／読売新聞／鍛冶千鶴子・田中秀一・増田弘治・読売新聞東京本社／株式会社読売新
聞社／ 2003

◇うちの主人は娘が生まれてからというもの、結婚式
に出席すると娘と新婦さんを重ねて泣きそうになる
そうです。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

てください〔義務モダリティ助動詞/必要/動詞連用形〕
◇「マスター、大変よ。ピートが店の前でパトカーに
乗せられているわ。どうしたのかしら。早く来てく
ださい」

てくる 2 〔文法アスペクト助動詞/継続/動詞連用形〕
◇妻は、結婚前からフランス料理をひと筋に習ってき
たし、自分もそれをごちそうと信じてきた。
BK ／人生のもう一つの扉／森真沙子／コスミックインターナショナル／ 1994

◇我が国は輸入市場の分散を図るため開発輸入に努力
してきた。
WR ／通商白書／経済産業省通商政策局企画調査室企画調査一係／大蔵省印刷局／ 1978

◇筆者は先述した「政府の無駄排除の意味での小さな
政府」を実現する施策は「天下り制度廃止」だと訴
え続けてきた。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

てくる 3 〔文法アスペクト助動詞/変化/動詞連用形〕
◇ガイアックスは、失敗もあったが、他社の二〜三倍
で成長してきた。
BK ／勝ち組に学べ！／礒崎圭二・恩田饒／シグマベイスキャピタル／ 2005

◇特に体づくりをしなくても、自然と役に合わせて体
型が変わってくるんですよ。
PM ／ＣＯＳＭＯＰＯＬＩＴＡＮ日本版／長瀬かの／集英社／ 2004

BK ／横浜本牧・英語亭／松広茂／筑摩書房／ 1987

◇ヒトは普通一分間に約二十回、三秒に一回くらいま
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ばたきし、十秒間ほどまばたきしないと目の表面が
乾いてくる。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

てくる 4 〔文法アスペクト助動詞/反復/動詞連用形〕
◇このところ、新しい形の心の病が次々と生まれてき
ています。
BK ／ビジネスマンの「マインドヘルス読本」／関谷透／時事通信社／ 1993

◇１９８０年代より大学には珍奇な名称の新学部や新
学科が次々と作られてきた。
PM ／エコノミスト／エコノミスト編集部・永江朗・野田正彰／毎日新聞社／ 2002

◇しかし、次々と面倒が出てくるな。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

てくる 5 〔ダイクティック助動詞/移動/動詞連用形〕
◇人の輪の後ろから、杖を突いた老人がよろよろと歩
いてくる。
BK ／雄呂血／富樫倫太郎／光文社／ 2003

◇今日はここへ来る前に映画を一本見てきました。

識してもらいたいと思う。
PN ／琉球新報／株式会社琉球新報社／ 2005

◇人間は誰しも欠陥を持つ不完全な存在だ。批判する
よりもその過ちを許してこそ人間だ。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

てさしあげる〔ダイクティック助動詞/授受/動詞連用
形〕
◇わたしの馬車で、いっしょにきていただけるなら、ハ
イドの家に案内してさしあげよう
BK ／ジキル博士とハイド氏／ R.L. スティーヴンソン・各務三郎／岩崎書店／ 1991

◇注目されることに慣れていらっしゃる雅子さまにとっ
ても、国民からずっと注視されているのは疲れるこ
とでしょう。できるだけ静かに見守ってさしあげた
いというのは、もちろんのことです。
PM ／週刊朝日／週刊朝日編集部・戸川昌子／朝日新聞社／ 2001

◇質問者様がその時にしたかったらお礼を言ってさし
あげたらいかがでしょうか？
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

PM ／週刊朝日／週刊朝日編集部・周防正行・林真理子／朝日新聞社／ 2001

◇イエローは、見た目通り体力が高く、Ａボタンでの
攻撃をすると「タックル」で反撃してくる。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

てくる 6 〔ダイクティック助動詞/出現/動詞連用形〕
◇美術館の保存に関しては「修復」だけではこと足り
ない。保存に先立ち管理の問題なども出てくる。
BK ／変貌する美術館／長屋菜津子／昭和堂／ 2001

◇自分を客観視することで、心に余裕が生まれてくる。
PM ／日経ベンチャー／小俣貫太・日経トップリーダー編集部／日経 BP 社／ 2005

て差し支えない 1 〔義務モダリティ助動詞/可能/動詞
連用形〕
◇労働者の地位が時代とともに大きく変わってきたの
は、社会政策が大きく発展してきたことの結果、ま
た公益的役割をも果たしてきたことの結果であると
いってさしつかえない。
BK ／公益とは何か／小松隆二／論創社／ 2004

◇しかも問題が発覚した後，責任を業者に負わせると
なると，モラルハザードと呼んで差し支えないだろ
う。
PM ／日経コンピュータ／日経コンピュータ編集部／日経 BP 社／ 2001

◇楽しいと同時に、ふと寂しさみたいな感情がわいて
くる。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

◇「あらためて」は 別の機会にまた という意味で
す。
「また」の丁寧な言い回しと考えて差し支えない
と思います。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

てくれる〔ダイクティック助動詞/授受/動詞連用形〕
◇そのような本とは本当に長くつき合える。折に触れ
て、あなたを助けてくれる。
BK ／鋭い頭を持った、世界で通用する MBA 的課長術／斎藤広達／幻冬舎／ 2004

◇映画や女優やヒロインは、学校や会社では決して学
べないことをとてもわかりやすく教えてくれる。
PM ／ＣＯＳＭＯＰＯＬＩＴＡＮ日本版／八坂裕子／集英社／ 2001

◇わざわざ

て差し支えない 2 〔義務モダリティ助動詞/許可/用言
連用形〕
◇医師がそれぞれの患者に分かるようにと説明した場
合でも、質問は自由で、医師の説明を患者が理解し
納得できるまで繰り返し質問して差し支えない。
BK ／インフォームド・コンセント／星野一正／丸善／ 2003

お土産買って来てくれる。

YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

てこそ〔接続助詞/因果/動詞連用形〕
◇自分の仕事に満足してこそ、家庭の団欒がある
BK ／努力しだいで知性は磨かれる／渡部昇一／ PHP 研究所／ 1999

◇ただ、報道の自由が保障されてこそ、権力の乱用を
防いでこそ真の被害者保護もあることを、重ねて認

てしかたがない〔認識モダリティ助動詞/不可避/用言
連用形〕
◇日々起こる小さなできごとや仕事が最初は楽しくて
しかたがなかった。
BK ／ふたり／唐沢寿明／幻冬舎／ 1996

◇おなかがすいてしかたがない
PM ／壮快／岡田研吉・北野誠・佐藤建一・壮快編集部・山岸辰夫／マキノ出版／ 2002

て
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◇どんなことでも、言う人は言うんですよね。他人の
ことが気になってしかたがないんです。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

てしかたない〔認識モダリティ助動詞/不可避/用言連
用形〕
◇私は「出来る！」と言いたくてしかたなかった。
BK ／デビッド 100 コラム／橋本治／河出書房新社／ 1991

◇カン頼みで撮影したほうが、現像の上がりが楽しみ
でしかたない。
PM ／アサヒカメラ／赤城耕一・アサヒカメラ編集部／朝日新聞社／ 2004

◇生きていくことがとても辛いように思えてしかたな
いんです。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

す。
PM ／週刊ベースボール／山辺恭一／ベースボール・マガジン社／ 2002

◇このまま永久に仕事に就けないのではないかと不安
でしょうがないです。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

てたまらない〔認識モダリティ助動詞/不可避/用言連
用形〕
◇この夜、私はチョコレートケーキが食べたくてたま
らなかったが、メアリーのためにとっておくことに
した。
BK ／風を追いかけて／シャーリー・マクレーン・山川亜希子・山川紘矢／地湧社／ 1989

◇他の犬にとっては苦しいと思われる仕事でも、楽し
くてたまらないというふうに嬉々としてこなす。
PM ／週刊現代／週刊現代編集部／講談社／ 2002

てしかるべきだ〔義務モダリティ助動詞/必要/動詞連
用形〕
◇能力がある人もない人も、努力する人もしない人も、
ともかく平等に扱われてしかるべきだ―。
BK ／サラリーマンなんか今すぐやめなさい／堀紘一／ビジネス社／ 2004

◇この改革は成功した。ＪＲやＮＴＴの今日の姿を見
れば、これは高く評価されてしかるべきだと思う。
PN ／朝日新聞／朝日新聞社・後藤田正晴／株式会社朝日新聞社／ 2003

◇日本と中国は、海によって隔てられているのではな
い。海によってつながっているのだ。 もっともっ
と交流があってしかるべきだ。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

てしまう〔文法アスペクト助動詞/パーフェクト/動詞
連用形〕
◇寛政十年七月、京都大仏殿は落雷のために焼失して
しまった。
BK ／幽霊画談／水木しげる／岩波書店／ 1994

◇もう２８歳、すっかり大人なのよね。それでも親は
どこまでも娘のことを心配してしまう

◇不安でたまらないのでアドバイスください。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

てたまるか〔認識モダリティ助動詞/意志/動詞連用形〕
◇せきなんかで死んでたまるか
BK ／モルグ街の殺人事件／エドガー・アラン・ポー・金原瑞人／岩波書店／ 2002

◇篤樹の思い通りなんかになってたまるもんか。
PM ／本の旅人／内田春菊・角川書店第一編集部・本の旅人担当／角川書店／ 2004

◇私はおまえにはいわれたくないと兄弟けんかのよう
にいいかえします。親だから負けてたまるかってか
んじです。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

てちょうだい〔義務モダリティ助動詞/必要/動詞連用
形〕
◇どんな写真でもいいのでぜひぜひどんどんいっしょ
に送ってちょうだいな。
PM ／Ｏｐｔｉｏｎ／Ｏｐｔｉｏｎ編集部／三栄書房／ 2003

◇頑張ってちょうだい！
！
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

PM ／ＬＥＥ（リー）／大島花子・柏木由紀子・ＬＥＥ編集部／集英社／ 2002

◇履歴書か封筒の宛名かは知りませんが、うっかり間
違えてしまった場合は、新しい用紙に書き直してく
ださい。

てて〔義務モダリティ文末辞/必要/動詞連用形〕
◇「ごめん、楡崎。先に行ってて…」
BK ／君、我の頭上で輝けり／菅笠みのり／文芸社／ 2005

YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

てしょうがない〔認識モダリティ助動詞/不可避/用言
連用形〕
◇文庫化に際し、ひと通り読み返してみたけど、なん
だか昔の日記を読むみたいで文章が青臭く感じられ
てしょうがない。テレるというか、恥ずかしくって
しょうがない。

てな〔義務モダリティ文末辞/必要/動詞連用形〕
◇「火傷には味噌だよ。待ってな、いま用意してくる
から」
BK ／あかね空／山本一力／文藝春秋／ 2004

◇なんで誘ってくれなかったんや！
！
誘ってな！
！

寂しい…今度、

PM ／ｎｏｎ・ｎｏ／唐沢美帆・ｎｏｎ・ｎｏ編集部／集英社／ 2002

BK ／超貧乏旅／田中良成／扶桑社／ 1996

◇今はもう、毎日が楽しくて楽しくてしょうがないで

◇『気をつけて帰ってな…おやすみ…』
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008
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でないと 1 〔接続詞/条件/〕
◇「どけ。―でないと後悔するぞ。俺はいま気が立っ
てるんだ」
BK ／ヤーンの朝／栗本薫／早川書房／ 2005

◇『鎌ヶ谷のオヤジが待っているから、急いで用意し
てくれ。でないと、これまで進めていた（３億円追
加の）話がつぶれてしまう』と急かされ、こちらも
慌ててカネをそろえた

はできない
BK ／アレルギー体質改善はこれしかない／西田達弘／リヨン社／ 1984

◇あの映画のラストにある、なんとも切ない甘さこそ
彼でなければ出せなかった味だ。
PM ／京都新聞／京都新聞社・渡辺祥子／株式会社京都新聞社／ 2003

◇公務員でなければ公共的な大事なサービスは維持で
きないというのは官尊民卑の思想だ。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

PM ／サンデー毎日／半田好雄・サンデー毎日編集部／毎日新聞社／ 2002

◇仕事、恋愛は分けて考えたほうがいい。でないと両
方失ってしますよ。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

でないと 2 〔副助詞/限定/体言〕
◇いい汗をかいて適度の疲労感とともに手にするジョッ
キのビールのおいしさは、経験した人でないと味わ
えないものである。
BK ／食の情報化／山口貴久男／味の素食の文化センター；農山漁村文化協会 (発売) ／
1999

◇また、イスラム圏などでは、男性と女性の生活領域
が異なるため、そもそも女性でないと立ち入れない
場所もある。
PM ／ＣＡＰＡ／今岡昌子・ＣＡＰＡ編集部／学習研究社／ 2003

◇遺言は必ず一人の名前でないと法的には無効で何の
意味も持ちません。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

てならない 1 〔認識モダリティ助動詞/不可避/用言連
用形〕
◇五郎がいなくなってみると、島村は毎日が寂しくて
ならなかった。
BK ／犬バカものがたり／近藤啓太郎／ペップ出版／ 1988

◇我が国のＩＴテクノロジーは中国や韓国に追い抜か
されて、国が衰退していくような気がしてならない。
PM ／中日新聞／大島洋子・中日新聞社／株式会社中日新聞社／ 2005

◇予告書き込みに憤りを感じてならない。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

てならない 2 〔義務モダリティ助動詞/不許可/動詞連
用形〕
◇第三条、
「天皇ハ—聖ニシテ侵スヘカラス」もまた奇
怪である。天皇の何を侵してならないのか明記して
ないからだ。
BK ／文章読本／丸谷才一／中央公論社／ 1977

でなかったら〔接続詞/条件/〕
◇「おれが逢引きの約束を一日まちがえたんだな…」
「そうよね。でなかったら、とっくにあたしたち
は所帯をもってたのに」
BK ／箱崎別れ船／南原幹雄／ワンツーマガジン社／ 2005

◇穴を掘るまでは確かに国が国民の負担においてやる
のであって、そしてそこに線路を敷いて、どうぞ国
鉄がお使いくださいという形が本来の形ではないか
と思うのですね。でなかったら、そこの赤字を背負
わせることによって赤字が出る
MD ／国会会議録／ 1983

◇ファンなら聞き捨てならない情報だ。
PM ／週刊文春／実著者不明／文藝春秋／ 2004

◇薬を使用する際に忘れてならないのは，薬は，人間の
体がもっている病気やけがを治そうとする働き，す
なわち自然治癒力を助けるものだということです。
TB ／現代保健体育／—石昌弘・加賀谷熈彦／大修館書店／ 2006

てなるものか〔認識モダリティ助動詞/意志/動詞連用
形〕
◇こんな面白いこと、他人にやらせてなるものかあっ。
BK ／お元気ですか／新井素子／廣済堂出版／ 2004

でなければ 1 〔接続詞/条件/〕
◇「叔母様は魔女なんだ！ まちがいない。でなけれ
ば、こんな黒猫なんか飼ってるはずがない」

◇夏の日ざしは九州と変わらない。汗のふき出る中，九
州男児が暑さに負けてなるものかと最後まで歩き続
けた。
WR ／防衛白書／防衛庁防衛庁長官官房広報課／大蔵省印刷局／ 1979

BK ／猫の事件簿／ドロシー・B・ヒューズ・山本やよい／二見書房／ 1994

◇咬むとイヤな思いをするということを教えてあげる
ことです。咬んだら怒る、などをして。ただし、そ
の分、他の面では大いに愛情を与えて下さい。でな
ければ、人嫌いの猫になりかねません。

◇ヨーロッパの牙城はアウディには渡してなるものか
と、プジョーが１−２フィニッシュを決めアウディ
は３‐４位に甘んじました
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

でなければ 2 〔副助詞/限定/体言〕
◇この血管は電子顕微鏡でなければほとんど見ること

ては 1 〔接続助詞/継起/動詞連用形〕
◇母はヨーロッパのクラシック音楽が大好きで、レコー
ドをたくさん買ってきては、わが家の古い蓄音機ビ

て
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て

クトロラで楽しんでいた。
BK ／メイド・イン・ジャパン／エドウィン・M・ラインゴールド・下村満子・盛田昭夫
／朝日新聞社／ 1987

◇私は午後、ずっと太陽を見ていた。それがゆっくり
と傾いては、赤みを増していくのを、自分の心臓音
と重ね合わせていた。
PM ／文學界／辻仁成・文學界編集部／文藝春秋／ 2001

とができます。では、人間が激しい試練を乗り越え
るための要諦は何か。
PM ／潮／アレクサンドル・セレブロフ・池田大作／潮編集部／潮出版社／ 2003

◇音楽の先生が、「高い音は誰でも出せるようになる」
と言っていました。では、どうすれば出せるように
なるのですか？
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

ては 2 〔接続助詞/条件/用言連用形〕
◇だから、何もせずぼんやり過ごしていては、ただ、
病気や「老い」を待っている長い年月が続くだけに
なってしまうではないか。
BK ／いま、四十代を生きる女へ／マダム路子／海竜社／ 1993

◇こう暗くては、どこになにがあるのか…
PM ／週刊文春／池上正樹・福井晴敏／文藝春秋／ 2003

◇英語を日本語に訳すというのは、日本語にして自然
な感じに訳す必要があります。一語一句、逐語訳を
していては、全体として日本語がおかしくなってき
ます。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

では 6 〔係助詞/状況/体言〕
◇モルヒネ投与初期や増量時・過量投与時、高齢者や
全身衰弱の強い患者では、一時的に眠気（傾眠）が
現れることもあります。
BK ／臨床で出合う薬の基本をマスターしよう／（株）医学芸術社編集部／医学芸術社
／ 2004

◇私の祖父は不平等な条約を平等なものに変えるため、
安保改定に全力を尽くしたわけですが、残念ながら
当時の政治状況では、完全な双務性の実現には至ら
なかった。
PM ／Ｖｏｉｃｅ／安倍晋三・櫻井よしこ・Ｖｏｉｃｅ編集部／ PHP 研究所／ 2005

◇仮病では、保険適用外で保険は使えません。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

ては 3 〔義務モダリティ文末辞/必要/動詞連用形〕
◇ウィンドウショッピング気分でお店をのぞいて、気
に入るものを探してみては？
BK ／手と足のマッサージ／鈴木宏子／産調出版／ 2002

◇運動したいなら、ジムに通う前に自転車通勤に変え
てみては？
PM ／Ｈａｎａｋｏ／Ｈａｎａｋｏ編集部／マガジンハウス／ 2004

◇１度にやろうと思わないで、年間に分散させていま
す。一度年間の掃除のスケジュールを立てては？
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

4

では 〔接続詞/話題転換/〕
◇中国は一面では言論統制されている。しかし、中国
の国民は制限された範囲で自分の考えを形成してい
ると決めつけたら、とんでもない間違いになる。で
は、角度を変えてこの問題を見てみよう。
BK ／日中はなぜわかり合えないのか／莫邦富／平凡社／ 2005

◇さぁ、明日からまた長い一週間が始まるわけですが
週末には楽しみがあるし、金曜日は体育祭なので、
実質４日間こう考えるといつもより短いですね 頑
張ろう（＊´ω｀＊）では、この辺で
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

では 5 〔接続詞/条件/〕
◇ストレスの受け止め方には、性格が大きくかかわっ
ている。では、性格を変えない限り、自分を苦しめ
る環境から逃れることはないのか。
BK ／「うつ」から元気になれる本／斎藤茂太／ぶんか社／ 2004

◇たしかに、人間は大変に豊かな適応能力を持ってい
て、時に信じられないような極限状態にも耐えるこ

では 7 〔伝達モダリティ文末辞/疑問/体言 名詞節〕
◇「あの、もしかして、あたし、お義兄さんに、もの
すごいご迷惑をおかけしてしまったのでは？」
BK ／瞬間移動死体／西澤保彦／講談社／ 2001

◇便利なツールのおかげで、以前より文章を書く機会
はむしろ増えている。だが、ちょっとした機微が伝
えきれないことをもどかしく思っている人も多いの
では？
PM ／ＣＯＳＭＯＰＯＬＩＴＡＮ日本版／中込久理・菊地美香子・齋藤薫／集英社／集
英社／ 2004

◇一緒に寝ると彼氏にいつも呼吸が止まってるといわ
れます。睡眠時無呼吸症候群では？
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

てはいけない〔義務モダリティ助動詞/不許可/動詞連
用形〕
◇人は外見で判断してはいけない。
BK ／永遠に見る夢／仙道はるか／イー・コネクション；星雲社 (発売) ／ 2002

◇変化を恐れていてはいけない
PM ／ｗｉｔｈ／ｗｉｔｈ編集部・木村佳乃／講談社／ 2001

◇次期衆院選について「絶対に負けてはいけない。麻
生太郎首相のために一致団結してやろう」と述べた
という。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

てはいられない〔認識モダリティ助動詞/不可避/用言
連用形〕
◇これも浮世の義理で、辰造の窮状も黙って見てはい

66
られない。
BK ／江戸の人生／山手樹一郎／東京文芸社／ 1988

◇「いいモダン・ジャズをきいているとき、急に何か
仕事がしたくなってジーッとしてはいられない気持
ちになったことはありませんか」
PM ／日経Ｍａｓｔｅｒｓ／日経マスターズ編集部・樋口榮一・矢嶋秀一／日経 BP 社
／ 2003

◇核心を突かれ、思わず冷静ではいられなかった。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

てはじめて〔接続助詞/継起/動詞連用形〕
◇誰かに愛されてはじめて自分自身の「愛する力」を
意識しはじめる。
BK ／ベストフレンド、ベストカップル／ジョン・グレイ・大島渚／三笠書房／ 1994

◇システム構築は，システムを発注するユーザー企業
と，開発を請け負うシステム開発ベンダー相互の協
力があってはじめて成り立つ。
PM ／日経コンピュータ／大槻繁／日経 BP 社／ 2002

◇失ってはじめて分かるって言うけど、ホントにそう
だなって思った。ママが死んじゃったらって思うと
怖い。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

ではないか 1 〔認識モダリティ助動詞/判定/体言〕
◇「南京事件」の真相を改めて調べてみようというこ
とであったならば、中国側を取材すると同時に、南
京攻略に参加した旧日本軍の関係者その他をも取材
しなければならない。それが新聞記者たる者の当然
の作業ではないか。
BK ／間違いだらけの新聞報道／片岡正巳／閣文社／ 1992

◇教育にしても、週休五日制にして、学力増加は塾で
賄うという話ですが、そんなばかな話はないでしょ
う。親が塾代を払うなら、結局、授業料の値上げで
はないか。

ないか。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

ではないか 3 〔認識モダリティ助動詞/意志/動詞意志
形〕
◇とにかく、事のなりゆきを見守ろうではないか。
BK ／陰陽師阿倍晴明／谷恒生／祥伝社／ 2001

◇時代の高揚感を、高貴なシャンパンの泡とともに酔
いしれようではないか。
PM ／Ｓａｆａｒｉ／Ｓａｆａｒｉ編集部・中村孝則・柳澤哲／日之出出版／ 2004

ではないか 4 〔認識モダリティ文末辞/想定外/節〕
◇私は直江様を死なせたくない！」とあの冷静な藤が、
錯乱したように叫び散らして、とうとう顔を覆って
泣き出したではないか。
BK ／真皓き残響／桑原水菜／集英社／ 2002

◇天下の二枚目辰巳琢郎さんとそんな…。けれども稽
古のスケジュールを渡されたら、相手役は辰巳さん
となっているではないか。
PM ／週刊文春／林真理子／文藝春秋／ 2004

◇げげっ、奄美に行かなければならないのに、まった
く方向の違う大阪に着いてしまったではないか。
飛行機を乗り間違えた！
？
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

ではないか 5 〔伝達モダリティ文末辞/感嘆/節〕
◇「水臭いではないか。わしにとっても、九郎の殿の
ことは気掛かりじゃ。話してくれ」
BK ／義経の征旗／中津文彦／光文社／ 2004

◇ふつうの大卒より、三年早く社会に出た勘定になる。
それでいて、入社試験の成績は一番だったというの
だから、驚くではないか。
PM ／現代／現代編集部・本田靖春／講談社／ 2004

PM ／週刊東洋経済／牛尾治朗・週刊東洋経済編集部・山県裕一郎／東洋経済新報社／
2002

◇新しい時代に適合するように「天下り制度」を廃止
することが「改革」の真髄ではないか。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

ではないか 2 〔認識モダリティ助動詞/可能性/体言
名詞節〕
◇とにかく新しい店を出店していけば天職に巡り会え
るのではないか。
BK ／一風堂五輪書／河原成美／致知出版社／ 2004

◇そもそも、病院に患者がいるという事実が広がるこ
とを恐れ、報告しないという病院も出てくるのでは
ないか。
PN ／中日新聞／中日新聞社・吉枝道生／株式会社中日新聞社／ 2003

◇原油消費を抑えなければさらに値上がりするのでは

ではないか 6 〔伝達モダリティ文末辞/確認/節〕
◇おまえ、出発前に日本で何と言った。 何と言って、
この俺に説教をした。 俺は日本を発つ前にグリズ
リーが怖いという話をさんざんおまえにしたではな
いか。
BK ／空気枕ぶく先生太平記／夢枕獏／集英社／ 2002

◇「昨日―いや、今朝までは、おまえも知っているだ
ろうが、あんなに空は晴れていたではないか。それ
がどうだ―」
PM ／オール讀物／夢枕獏／文藝春秋／ 2002

ではないか 7 〔伝達モダリティ文末辞/疑問/体言 名
詞節〕
◇名前が有名なわりに、チャンポンに親しんでいる人
は少ないように思う。 一番最近食べたのはいつか、
と聞かれて、一年以内と答える人は少ないのではな

て
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いか。
BK ／のほほん行進曲／東海林さだお／文藝春秋／ 1997

◇松下が（文中では、地名を直接記していないが）推測
するに秋葉原から上野あたりを歩いたとすれば、そ
の辺は市電などが通っている大通りは別として、町
並みはほとんど江戸のままだったのではないか。
PM ／Ｖｏｉｃｅ／福田和也・Ｖｏｉｃｅ編集部／ PHP 研究所／ 2001

◇増大する社会保障費を支える安定財源のメドも立た
ない中で、国債増発による安易な減税を行うようで
は、国民はかえって安心できないのではないか。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

ではないのか〔伝達モダリティ文末辞/疑問/体言 名
詞節〕
◇行政の最大の責任は、国民の生命と生活の安全確保
にあるのではないのか。
BK ／家長の地震考／野口昌之／文芸社／ 2003

◇移設に反対すれば、沖縄の海兵隊削減や本土の基地
の再編もつぶれる仕掛けになっている。 これは沖
縄に対する「脅し」ではないのか。
PN ／朝日新聞／朝日新聞社・北川学／株式会社朝日新聞社／ 2005

◇要するに「地球温暖化対策」のもっとも重点テーマ
の一つは、
「脱石油」の産業社会、社会制度、生活を
作っていくか、ではないのか
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

てみせる〔認識モダリティ助動詞/意志/動詞連用形〕
◇暴力に全ての人間が屈すると考えるなら、私は非暴
力を貫いて死んでみせる。
BK ／ニュートンの林檎／辻仁成／集英社／ 1999

◇ 誤謬なき はずの党執行部の 腐敗構造
発 してみせる。

を 告

PM ／サンデー毎日／サンデー毎日編集部／毎日新聞社／ 2003

◇６０秒あればどんな車でも盗んでみせるという車泥
棒のテクニックと、 延々繰り広げられるカー・チェ
イスが目玉のアクション映画。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

てみたら〔接続助詞/条件/動詞連用形〕
◇そこで、実際に「保護者会」をお互いの親たちが主役
で、
「親同士が知り合いましょう」というテーマで実
施してみたら、今までにない反響が返ってきました。
BK ／いま、子供たちが変だ／尾崎豊・川合正／丸善／ 2001

◇なによりも作品自体がとても面白いし、僕自身、実
際にピーター・パーカーという役を演じてみたら、想
像していた以上にうまく演じられたんです。
PM ／２５ａｎｓ／トビー・マグワイア・小川志津子・豊島英理子・２５ａｎｓ編集部
／アシェット婦人画報社／ 2004

◇黄緑色の巨大な幼虫を発見して、てっきりアゲハ蝶
の幼虫だと思い捕まえてきましたが、調べてみたら
どうやら胡麻虫と呼ばれる蛾の幼虫らしい事がわか
りました。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

てはならない〔義務モダリティ助動詞/不許可/動詞連
用形〕
◇つい、本音を口にしてしまったのです。親として言っ
てはならないことを。
BK ／プロカウンセラーが明かす子どもの個性を伸ばす魔法の聞き方／伊藤友宣／青春
出版社／ 2003

◇「いくさ あらすな」は、
「二度と戦争をしてはなら
ない」という意味だ。
PN ／新潟日報／株式会社新潟日報社／ 2005

◇人に与えた恩は忘れてもよい。でもかけた迷惑を忘
れては駄目。人から受けた恩は忘れてはならない。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

てほしい〔義務モダリティ助動詞/必要/動詞連用形/否
定形〕
◇思いやりのある、優しい子どもになってほしい、と
願っているおかあさんも多いでしょう。
BK ／アドラー博士の子どもを「自分好き」に育てる某星一郎／ごま書房／ 1999

◇小泉内閣は政府の統一見解をまとめ、国会で説明責
任を果たしてほしい。
PN ／中国新聞／共同通信社・中国新聞社／株式会社中国新聞社／ 2002

◇油で揚げる以外の調理方法でコロッケを作る方法が
あれば教えてほしいです。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

てみる〔認識モダリティ助動詞/意志/動詞連用形〕
◇私はそこで、いささか躊躇しながら、敢えて訊ねて
みた。
BK ／招魂の賦／中谷孝雄／講談社／ 1998

◇体の隅々まで凛とした森のエネルギーが伝わるよう
で、何度も深呼吸を繰り返してみる。
PM ／ヤマケイＪＯＹ／福瀧智子・ヤマケイＪＯＹ編集部／山と渓谷社／ 2004

◇とても素晴らしい発想ですね。私も今度試してみて
良いですか？
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

てみると〔接続助詞/条件/動詞連用形〕
◇考えてみると私は、父が不在、もしくは食卓にいな
い時に限って、母へ反抗したような気がする。
BK ／父への恋文／藤原咲子／山と溪谷社／ 2001

◇ところが，研究開発から企業化までの期間の国際比
較をしてみると（第 ‐１‐６２表），わが国のそれ
は欧米に比してかなり短いといえる。
WR ／経済白書／内閣府政策統括官（経済財政分析担当）付参事官（総括担当）付／大
蔵省印刷局／ 1982

◇精神科で薬をもらって飲んでますが、その薬につい
て調べてみると副作用で体重増加、太るみたいに書
いてありましたが、先生は「そんなことないよ」っ
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て言われました。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

◇４年制大学の商学部を卒業後、某アパレルメーカー
に入社。でも、一年で今の会社に転職しました。
PM ／Ｈｏｔ-Ｄｏｇ／ＰＲＥＳＳＨｏｔ-Ｄｏｇ・ＰＲＥＳＳ編集部／講談社／ 2003

てみれば〔接続助詞/条件/動詞連用形〕
◇「輝ける二十一世紀」と囃し立てた新世紀も、蓋を
開けてみれば長引く平成不況でお先真っ暗。
BK ／不埒三昧／安藤昇／祥伝社／ 2001

◇実際にシンプルなＭＦ一眼レフを使ってみれば、思
いのほか写ることを実感するだろう。
PM ／アサヒカメラ／アサヒカメラ編集部／朝日新聞社／ 2001

◇ＯＤＡの中でよくよく検討してみれば問題があるの
もあると言われていることも事実なんですね。
MD ／国会会議録／ 1992

◇２回目に泣いたのは悲しかったからじゃない。心か
ら本当にうれしかったんだ。ありがとう、という言
葉じゃ足りない。でも他に思い当たる言葉が見つか
らない。だから、みんな、ありがとう。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

でも 5 〔副助詞/極限/体言〕
◇まだ小学生に過ぎない少年でも、もう十分に人の感
情を理解し、気持ちを汲むことが出来るものだと驚
かされる。
BK ／晩鐘／乃南アサ／双葉社／ 2003

ても 1 〔接続助詞/条件/用言連用形〕
◇多少高くても、無農薬あるいは低農薬野菜や有機栽
培の野菜を買う。
BK ／変革の給食ビジネス／定司哲夫／柴田書店／ 1997

◇判決が出ても、事件から逃れられないのだ
PN ／産経新聞／産業経済新聞社・産経新聞カレー事件取材班／株式会社産業経済新聞社
／ 2002

◇冷蔵庫をおこうと思っているスペースと、開閉に必
要なスペース。両方に収まらないと、買っても、置
く場所ない。置けても、開けられない。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

ても 2 〔認識モダリティ文末辞/想定外/用言連用形〕
◇「つまらないものばかりです」 「どう、つまらな
いのです」 「どう、って聞かれても…」
BK ／夜ごとの闇の奥底で／小池真理子／新潮社／ 1996

◇内心、簡単に教えてほしいといわれても…と思いつ
つ、そこはプロ、何とか答えを出さなければならな
い。
PN ／西日本新聞／大田精一郎・大田展・西日本新聞社／株式会社西日本新聞社／ 2002

ても 3 〔義務モダリティ文末辞/必要/用言連用形〕
◇最後にいんげんや絹さやを加えて彩りを添えても。
BK ／粗食のすすめお弁当レシピ／検見崎聡美・幕内秀夫／東洋経済新報社／ 2001

でも 6 〔副助詞/例示/体言〕
◇さあ、事件のことは忘れて、また、音楽でも聴くと
しようか
BK ／法月綸太郎の本格ミステリ・アンソロジー／ C・デイリー・キング・名和立行／
角川書店／ 2005

◇「立ち話も何だから、ちょっと、お茶でもどうかな？
時間があったらだけど」
PM ／コバルト／片山奈保子・コバルト編集部／集英社／ 2004

◇ポイントカードは、ただワクの中にハンコを押すだ
けのカードですか。それなら、エクセルでもワード
でもパワーポイントでも作れます。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

てもいい 1 〔義務モダリティ助動詞/可能/動詞連用形〕
◇勝てるんじゃないかと声をかけられたとしたら、わ
たしは絶対にそんなことができなかっただろうと、
断言してもいい。
BK ／ Down the fairway ／ボビー・ジョーンズ・オー・ビー・キーラー・菊谷匡
祐／小池書運 1996

◇近所の広大な敷地に大型ショッピングセンターがオー
プンした。そこにはスーパー、洋服屋、ハンバーガー
ショップ、薬局、そして百円ショップが集まっている。
郊外の土地だから実現できたショッピングセンター
と言ってもいい。
PM ／文藝／羽田圭介・文藝編集部／河出書房新社／ 2003

◇小物やお菓子などを入れたい、くつしたの形のバッ
グ。絵本を入れてプレゼントしても。
PM ／ＭＯＥ／あだちなみ・立本倫子・１００％ＯＲＡＮＧＥ／白泉社／ 2005

◇グーグルのビジネスモデルは、社会システムを作る
ビジネスモデルと言ってもいい。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

◇甘味付けに、はちみつやメイプルシロップ（メイプ
ルシュガー）を使っても。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

てもいい 2 〔義務モダリティ助動詞/許可/用言連用形〕
◇もう帰ってもいいよ
BK ／水の年輪／薄井ゆうじ／岩波書店／ 2004

でも 4 〔接続詞/逆接/〕
◇家族みんなが健康で、よく食べてくれるのはうれし
いこと。でも、食費がちょっと高いかな…なんてお
悩みではありませんか？
BK ／メチャメチャ明るい節約おかず 200 ／岩崎啓子・株式会社主婦の友社／主婦の友
社／ 2005

◇針と糸がなければ、ホッチキスで留めてもいい。
PM ／ＹＯＭＩＵＲＩＰＣ／読売新聞東京本社／読売新聞東京本社／ 2004

◇「すみません！写真を撮ってもいいですか？」
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

て
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てもかまわない〔義務モダリティ助動詞/許可/用言連
用形〕
◇ガレージに置いてあるフィアットを使えばいい。も
ちろん私用で使ってもかまわない。
BK ／閉ざされた過去／秋元由紀子／ハーレクイン／ 2004

◇勝手に写真をとってもかまわない。
PM ／本の旅人／池内紀・東野圭吾／角川書店／ 2005

◇法定の契約書面の交付された日から８日以内である
こと 業者から受け取った書面にクーリング・オフ
の告知が記されていなければ，８日を過ぎてもかま
わない。
TB ／生活技術／三野直子・櫻井純子・武長脩行／教育図書株式会社／ 2006

ても差し支えない 1 〔義務モダリティ助動詞/可能/動
詞連用形〕
◇社会主義政党の衰退は一つの時代の流れであるとい
っても差し支えないであろう。
BK ／自然と人生／梅原猛／文芸春秋／ 1995

◇震源域内では地震動の大きさを一定と考えても差し
支えないとの知見が得られている
WR ／原子力安全白書／内閣府原子力安全委員会事務局総務課総括係／大蔵省印刷局／
1996

◇おなじおつまみを、お茶と一緒に食べた時と吸収さ
れるカロリーは異なりますから、アルコールは太る、
といっても差し支えないでしょう。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

ても差し支えない 2 〔義務モダリティ助動詞/許可/用
言連用形〕
◇学歴欄は小・中学校の卒業、高等学校以降は入学・卒
業年月を明記するようになっているが、小学校は入
学・卒業ともに省略しても差し支えない。

たありません。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

てもしかたがない 2 〔義務モダリティ助動詞/不必要/
用言連用形〕
◇そういうややこしい議論は、いくら聞いてもしかた
がない。
BK ／人間通と世間通／谷沢永一／クレスト社／ 1996

◇そういう人は、だれにでも無遠慮に言っているんだ。
イライラしてもしかたがない
PM ／ベビーエイジ／志村季世恵・婦人生活社／婦人生活社／ 2002

◇確かに子供や老後にお金は必要ですが、今心配して
もしかたのない事です。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

てもしょうがない〔義務モダリティ助動詞/不必要/用
言連用形〕
◇ほかと同じものを作ってもしょうがない
BK ／旭山動物園のつくり方／原子禅／柏艪舎；星雲社 (発売) ／ 2005

◇これを読めば、なーんだ、悩んでもしょうがないや、
と悟らせてくれます
PM ／週刊現代／週刊現代編集部／講談社／ 2001

◇それはあなたに文句を言ってもしょうがないことな
んだが……。
MD ／国会会議録／ 1983

てもしょうがない〔認識モダリティ助動詞/不可避/用
言連用形〕
◇ひろったもんを持って走るな。疑われてもしょうが
ないで
BK ／本をつんだ小舟／宮本輝／文芸春秋／ 1995

BK ／これって常識なのよね！／伊宮伶／新典社／ 2003

◇動力炉・核燃料開発事業団の再処理施設は本格操業
を実施しても差し支えないものと判断し，同年１２
月２日その旨燃料審査会に報告した。
WR ／原子力安全白書／内閣府原子力安全委員会事務局・総務課／総括係・大蔵省印刷
局／ 1981

◇金魚用の餌は金魚専用に作ってあるので一般の熱帯
魚に与えても差し支えないですが栄養面を見たら多
少問題があります。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

てもしかたがない 1 〔認識モダリティ助動詞/不可避/
用言連用形〕
◇といっても、この状況では、負け犬の遠吠えと言わ
れてもしかたなかった。
BK ／帝都最終決戦／赤城毅／中央公論社／ 1998

◇失敗してもしかたがない
PM ／Ｎｅｗｔｏｎ／Ｎｅｗｔｏｎ編集部・畑村洋太郎・的川泰宣／ニュートンプレス
／ 2004

◇サインしてしまった以上、認めたと思われてもしか

◇だから作風だの、ツールだの変えることにいちいち
文句いわれてもしょうがないんだよ。
PM ／文藝／鹿島田真希・黒田晶・D［di:］
・文藝編集部／河出書房新社／ 2002

◇子育中の人間は、子供の話題が主になってもしょう
がないですね。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

でもって 1 〔接続詞/添加/〕
◇「仲の良い二人の女の子がいて、そのどっちも片親
を亡くしてて、でもって残った親が同じ年に死んだ
わけですか？」
BK ／黒祠の島／小野不由美／祥伝社／ 2004

◇ここのＭＲＩ／ＣＴスキャン棟は「ビーチ」がテー
マ。…テーマ？ そう、波の音やカモメの鳴き声、汽
笛や子供たちの笑い声がＢＧＭでかすかに流れ、ア
ロマシステムでコパトーンな香りが漂う。でもって、
検査機器は巨大な砂の城！
PM ／ＢＲＵＴＵＳ／ＢＲＵＴＵＳ編集部／マガジンハウス／ 2001

◇巨大な権力や利権構造の奥は、マスコミでは滅多に
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真相が出てこない。でもって人殺しなどの話題なら、
興味津々で視聴率も上がるから、お決まりで周辺の
人のインタビューなどを流しながら、コメント放題
です。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

でもって 2 〔接続詞/継起/〕
◇「今日は本当に疲れました。市内パレードから始まっ
て、入場式、賛美歌斉唱、大司教さまのお説教、宣
誓式、でもって着替え…まるで拷問ですわ」
BK ／トリニティ・ブラッド／吉田直／角川書店／ 2003

◇「なおや」って言うギターもって来てた人が「つっ
ちー」と「ゆう」って言う人に告白されてたって、今
日のあいのりの放送中に言ってました。でもって、二
人とも振られて、その後なおやは「なっちゃん」に
告白して振られて一人で帰ったそうです
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

でもって 3 〔格助詞/場所/体言〕
◇法案審議の各段階でもって、支持者を集める多数派
工作の必要性が生じてくることである。
BK ／＜講座＞現代の政治学／藤本一美／青木書店／ 1994

ルでの合意に基づいて操業が行われてきたわけでご
ざいますが、それが不幸にいたしまして一昨年の六
月末日でもって失効して、その失効した状態が今日
まで続いている
MD ／国会会議録／ 1984

でもって 7 〔格助詞/様態/体言〕
◇二人して腕組みしてもっともらしい思案顔でもって、
ビルを見上げる根回しくんとアーノルド。
BK ／消えた十二支の謎／東野司／早川書房／ 1992

◇長成どのの許へは笑顔でもって嫁がれよ。
PM ／週刊朝日／宮尾登美子・山下勝利／朝日新聞社／ 2001

◇そこの人たちはやはり不便でもって行っている。
MD ／国会会議録／ 1983

でもなく〔接続助詞/様態/動詞基本形〕
◇「これでいいんだろ」 草太は、だれにいうでもな
くつぶやいた。
BK ／テンカウントは聴こえない／緒島英二／ポプラ社／ 1997

◇頷くでもなく、朋希は神妙な面持ちで並河の目を覗
き込んでいる。
PM ／週刊文春／池上正樹・福井晴敏／文藝春秋／ 2003

◇あるいは私の管内の十勝川では、十勝ダムでもって
せきとめてここで親魚を捕獲しているわけです。
MD ／国会会議録／ 1984

◇主人公は、父に嫌悪感を抱くでもなく、母親に言う
でもなく、ふじこさんの存在を受け入れた。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

でもって 4 〔格助詞/手段/体言〕
◇人は言葉で思考し、言葉でもって関係性を証明しよ
うとするのです。
BK ／生と死への気づき／栗原修司／文芸社／ 2002

◇軍事的手段以外の手段でもって解決していく。

てもらう〔ダイクティック助動詞/授受/動詞連用形〕
◇料理なんて、対決するものじゃないだろう。人に喜
んでもらって、幸福な気持ちになってもらう。そう
いうものだ。
BK ／ぼくの父、陳建民／陳建一／大和書房／ 1999

MD ／国会会議録／ 1992

でもって 5 〔格助詞/根拠/体言〕
◇野口君が行った学績は学会の人たちが敬服するとこ
ろでありますが、このような業績でもって野口君は
甘んずるものではありません。

◇いつも元気で次々に新しいレシピを発明するカツ代
さん。楽しくてらくらくつくれる、元気印のレシピ
を教えてもらいましょう！
PM ／ＮＨＫきょうの料理／ＮＨＫきょうの料理編集部／日本放送出版協会／ 2004

◇仕事が終わると必ず電話してもらう。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

BK ／素顔の野口英世／小桧山六郎・高野六郎／歴史春秋出版／ 2005

◇プレート説だとか海底の流動といいますか何かそん
な説だとか、そういう説でもって地震が起こるとか
起こらぬとか言っておる。
MD ／国会会議録／ 1984

てやまない〔認識モダリティ助動詞/不可避/動詞連用
形〕
◇モーツァルトの神童伝説はわれわれを魅了してやま
ない。
BK ／モーツァルト 16 の扉／田辺秀樹／小学館／ 1995

でもって 6 〔格助詞/範囲/体言〕
◇栃木県の場合は申請が五〇ぐらいいっぺんに入った。
そのために栃木県は六月二四日でもって締めたんで
す。これ以上はたいへんだと。
BK ／貧困なる精神／藤原信・本多勝一／朝日新聞社／ 1990

◇小泉内閣の強い意志と実行力を期待してやまない。
PM ／文藝春秋／加藤秀樹／文藝春秋／ 2001

◇議員の皆さん、国民の皆さん、御理解と御協力を願っ
てやまない次第であります。
MD ／国会会議録／ 1976

◇もともと北朝鮮とは外交関係がないという事情のた
めに、漁業問題につきましてもこのように民間レベ

て
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てやる 1 〔認識モダリティ助動詞/意志/動詞連用形〕
◇四日目は、どうしても勝ってやると心に決め、土俵
に上がった。
BK ／辛抱の履歴書／水戸泉眞幸／ザ・マサダ／ 1998

◇みんなほんとに細くてちょっとうらやましいなとも
思うんですけど、だったら私は鍛えてやる！って感
じですね。
PM ／週刊朝日／週刊朝日編集部・林真理子・米倉涼子／朝日新聞社／ 2003

◇今日はぜひとも、あの王に、人の信実 (１１) の存す
るところを見せてやろう。そうして笑ってはりつけ
の台に上ってやる。
TB ／国語２／太宰治・宮地裕／光村図書出版株式会社／ 2005

てやる 2 〔ダイクティック助動詞/授受/動詞連用形〕
◇おやじが、何を思ってか、
「明日から俺が弁当を作っ
てやる」と言う。
BK ／食い食い虫／池部良／新潮社／ 1998

◇おい、助けてやろうか
PM ／オール讀物／夢枕獏／文藝春秋／ 2002

◇どいておけ。俺が変わりにやってやる。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

72
と
とあって〔格助詞/状況/体言 節〕
◇ツアーの種類が豊富で格安とあって、気楽にいろん
な観光を楽しめるありがたい国だ。
BK ／アジア「極楽旅」のススメ／長崎快宏／三笠書房／ 2000

◇決勝の相手がブラジルとあって、早くも緊張感が漂
い、選手は厳しい表情で黙々と練習していた。
PN ／新潟日報／／株式会社新潟日報社／ 2002

◇連休中とあって、待っているお客が沢山でしたね〜
〜。。

問題が多すぎるのだ。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

といい 2 〔認識モダリティ助動詞/願望/動詞基本形〕
◇「やるさ。僕だっていつまでもただのお人好しじゃ
ないってところを見せてやる」 「うまくいくとい
いわね」
BK ／荒木源／骨ん中／小学館／ 2003

◇今は、その担当医の言う通りにすればいいと思いま
すよ。早くよくなるといいですね。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

とあっては〔接続助詞/条件/体言 節〕
◇王様のたっての望みとあってはお受けせぬわけには
まいりません。
BK ／瓶の中の旅愁／小林恭二／福武書店／ 1992

◇来日したペルー代表には欧州で活躍する選手たちが
合流しておらず、ベストメンバーには程遠い一軍半
だったのだ。そんなチームを相手に、１点も奪えず
に敗れたとあっては、大事な２連戦を前に、深刻な
事態といわざるを得ない。

といい 3 〔義務モダリティ助動詞/必要/動詞基本形〕
◇旅行などに行くことになって、とりあえず、持って
いく本がみつからなかったら、辞書を持っていくと
いい。
BK ／本と私／高見恭子／三省堂／ 1994

◇キミも首相に同行して勉強してくるといい
PM ／週刊現代／週刊現代編集部／講談社／ 2002

◇薬局に行って相談するといい。業務用の強力な脱臭
作用のある薬を教えてもらえます。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

PM ／ＦＲＩＤＡＹ／／講談社／ 2005

とあれば〔接続助詞/条件/体言 節〕
◇先生のお呼びとあれば行かざるをえない。
BK ／幻覚／渡辺淳一／中央公論新社／ 2004

◇

世界一有名なカップル の２人揃っての初来日会
見とあれば、本誌女性記者など仕事のことはすっか
り忘れ、ミーハー気分！

といい 4 〔義務モダリティ助動詞/許可/動詞基本形〕
◇使ってない通帳があったから、それをお前の口座と
いうことにしよう。名義は私だが、カードも渡して
おくから自由に使うといい。
BK ／恋人の値段／金田えびな／雄飛／ 2001

◇明日はゆっくり休むといいわ。
PM ／ＩＮＰＯＣＫＥＴ／村山由佳／講談社／ 2001

PM ／女性自身／女性自身編集部／光文社／ 2003

◇そんな中でも、必要とあれば睡眠時間を減らして朝
しっかりと起きますよね。でも、夜にならずとも夕
方くらいには眠くなってしまうんですよね・
・
・。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

といい 1 〔副助詞/例示/体言〕
◇モハメッドの使用人たちは、紅茶（シャイ）を作って
すすめてくれる。何度もおかわりを持ってくる。手
洗いの水といい、お茶のサービスといい、これはや
はりアラビア風の気の使いかたである。

といいながら〔接続助詞/逆接/体言 節〕
◇多忙といいながら、結構、人としゃべる時間はある
のである。
BK ／今井美沙子／めだかの心／筑摩書房／ 1989

◇甘味屋といいながら２店ともラーメンや丼物もある
という昔風。
PN ／朝日新聞／朝日新聞社・坂崎重盛／株式会社朝日新聞社／ 2002

◇情報公開といいながら、やる気がないなら辞任せよ。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

BK ／住んでみたサウジアラビア／樋口健夫・樋口容視子／サイマル出版会／ 1986

◇開業１９９２年銀座五丁目のショッピングビルの７
階レストラン。広々としたダイニングに加え、４０
名までのパーティルームほか個室も充実しているの
で、立地といい空間といい、いざという会合にふさ
わしい一軒です。

という 1 〔連体助詞/同格/体言 節〕
◇これはＧＤＰ（国内総生産）で世界第七位の大国に
成長した中国が、ＷＴＯ協定という世界の共通ルー
ルに従うことになったという点で、画期的な意義を
もつ
BK ／再考・東アジアの 21 世紀／平野文彦／南窓社／ 2003

PM ／婦人画報／婦人画報編集部／アシェット婦人画報社／ 2001

◇現在の年金制度については国民の不信は大きなもの
がある。年金記録問題といい、制度そのものといい

◇現在の世界保健機関（ＷＨＯ）の基準では、３５歳
以上で高齢出産になるので、３７歳という雅子さま
の年齢を気遣う向きも多いようですが、３０代後半

と
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での初産は、今ではごく普通のことになりました。
PM ／週刊朝日／週刊朝日編集部・戸川昌子／朝日新聞社／ 2001

◇「赤い靴」という３０分間のテレビドラマがあった
のですが、詳しくご存知の方いらっしゃいませんか？
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

◇ちょっと大人になったというか、くだけたというか、
大学院あたりからこてんぱんにやられて挫折したり、
海外へ行って広い世界を見聞する経験をし始めてか
ら、少しは自分の考え方の奥が深くなって柔軟になっ
たのは確かだと思いますね。
BK ／二十歳のころ／秋山仁・神谷郁代・永島孝嗣・安田亨／新潮社／ 2002

という 2 〔連体助詞/内容/節〕
◇その多くは名門といわれる家がらの出身者です。し
かし、その一方で、広く人材を求めて一般公募が行
われ、プロの歌舞伎役者に育て上げようという努力
が払われています。
BK ／伝統美を表現する仕事／ヴィットインタ−ナショナル／ほるぷ出版／ 2002

◇だが、どんなにシステムを整備しても、辛い思いを
抱く人が存在するという現実を前にして、われわれ
は、どのような議論ができるのだろうか。

◇

最初にこの雪を眺めて、つくづく不思議に思った
あの心もちというか、驚きというか、そういうもの
が、なんだかどこかへ行ってしまったような気もす
るのだよ
PM ／オール讀物／夢枕獏／文藝春秋／ 2002

◇総括的に言いますと、マスコミが伝えるようなこと
とは、ややというか、かなりというか、違うという
のが実態であります。
MD ／国会会議録／ 2001

PM ／中央公論／河原ノリエ・中央公論編集部／中央公論新社／ 2002

という 3 〔副助詞/特立/体言〕
◇二人は中二階にまで上がって、ドアというドアをす
べてノックして開けてみたが、なんの手がかりも得
られなかった
BK ／悪魔物語；運命の卵／水野忠夫／岩波書店／ 2003

という 4 〔証拠モダリティ助動詞/伝聞/節〕
◇家の中にはガラニ族の農夫が二人いただけで、彼ら
の話では、昨日、一五〇人近い兵隊が出発したとい
う。

というか 3 〔接続助詞/言い換え/体言 節〕
◇生きている喜びにあふれているというか、自分が本
来あるべきなのはこういう姿だと語っている気がし
ました
BK ／闇の剣／鈴木英治／角川春樹事務所／ 2002

◇だから物語のテーマとこの表現がものすごく絡み合
って伝わってくるというか、圧倒的なものがありま
した。
PM ／文藝／俵万智・文藝編集部・柳美里／河出書房新社／ 2004

◇「負け惜しみというか強がり？」
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

BK ／ゲバラ日記／チェ・ゲバラ・高橋正／角川書店／ 1999

◇事故の原因は明らかでないが、救助関係者によると、
ヘリはいったん着地を試みた後、再び浮上し墜落し
たという。
PN ／高知新聞／／株式会社高知新聞社／ 2003

◇パソコン（ＰＣ）や携帯電話などの普及が原因で、最
近では中国の小中学生にも漢字能力の低下がみられ
るという。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

というか 1 〔接続詞/言い換え/〕
◇もちろんある種の調整は必要とされる。でもそれは
可能だよ。というか不可能ではない。
BK ／海辺のカフカ／村上春樹／新潮社／ 2005

◇これは、今まで誰にも言ったことないけれど…。自
分に手紙を書いたんです。だって、誰も励ましてく
れないから（笑）。というか、自分で自分を励ますし
かない状況だったんですよ。
PM ／ＭＯＲＥ／岡本麻佑・ＭＯＲＥ編集部・ＲＵＭＩＫＯ／集英社／ 2002

◇早くから目が覚めた。というか寒くて目が覚めた。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

というか 2 〔副助詞/例示/体言

節〕

ということ〔準体助詞/体言化/体言 節〕
◇たぶんその時から、パレスチナを見たいという思い
に加えて、写真を撮るということについてもぼくは
考えるようになったと思う。
BK ／未来って何ですか／郡山総一郎／新日本出版社／ 2004

◇一般のウォーキングでは、かかとから着地してつま
先で蹴りだし、やや大股でスタスタ歩くということ
が指導されていますが、これは路面状況がいい平地
での歩き方です。
PM ／山と渓谷／元井昭博／山と渓谷社／ 2005

◇一つは、高齢化社会ということ、つまりエージング・
ソサエティーということと、高齢者社会あるいは高
齢社会、つまりエージド・ソサエティーとは違うん
だというふうに考えております。
MD ／国会会議録／ 1984

ということだ 1 〔認識モダリティ助動詞/判定/節〕
◇しかし購入後、十数年乗りつづけることを考えると、
十数年間生きつづけ、陳腐化しないことを頭に入れ
て製品開発をしなければいけない。つまり、先を読
んだ技術開発なくして、魅力ある車はつくれないと
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BK ／日本にしかできない技術がある／片山修・深谷紘一／ PHP 研究所／ 2004

◇外資系企業に入社して若いうちから仕事を任され、
高い報酬をもらっている人を見ると、うらやましく
思う若者もいる。「隣の芝生は青い」ということだ。
PM. ／週刊東洋経済／週刊東洋経済編集部・松浦高明／東洋経済新報社／ 2001

◇日本政府の特徴はあらゆる危機管理に対し打つ手が
遅いということだ
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

ということだ 2 〔証拠モダリティ助動詞/伝聞/節〕
◇そう言えば王羲之のことで、もう一つこんな話が伝
わっている。王羲之は鵞鳥がとても好きだったとい
うことだ。
BK ／書のたのしみかた／鈴木史楼／新潮社／ 1997

◇Ａ３対応機とＰＭ‐７９０ＣＴについては，新製品
を出す予定がないのではなく，あまりに機能を盛り
込みすぎて年末に間に合わなかったということだ。
PM ／月刊アスキー／安藤継輔・月刊アスキー編集部／アスキー／ 2001

◇病院で診てもらったところ、カビ菌の可能性が強い
ということでした。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

ということで 1 〔接続詞/理由/〕
◇美人は勉強などしなくても生きていける。だから勉
強ができる女は非美人に決まっている。…というこ
とで、
「美人」と「勉強できる」という二つの要素が
結びつく時は、
「美人 なのに 勉強もできる」 と
いう風になるのです。
BK ／私は美人／酒井順子／朝日新聞社／ 2005

◇どんな球だとそれだけ飛ぶの？ ということで、飛距
離と球筋と滞空時間の定点観測を実施。プロのショッ
トをこの眼で確かめてみることにした。
PM ／ＧＯＬＦＤＩＧＥＳＴ／ＧＯＬＦＤＩＧＥＳＴ編集部／ゴルフダイジェスト社／
2004

◇

大手新聞に載るショウガ焼きって、どんな味だろ
う？ ということで、今夜は、晩御飯に作ってみま
した。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

ＢＥＳＴを尽くして頑張っていただきたいです！
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

ということで 3 〔伝達モダリティ文末辞/確認/節〕
◇「刑事さんら、何の事件を調べてはるんです」 「わ
るいけど、それは内緒ということで…」
BK ／絵が殺した／黒川博行／東京創元社／ 2004

◇話の続きはまた明日ということで。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

ということは 1 〔接続詞/因果/〕
◇本当に深く悲しむということは、感動することです
から、喜ぶのと同じように人間の生命力を活性化し、
免疫力を高める。ということは、私たちが悩んだり、
つらい思いをして、ときには涙を流して悲しむこと
も、人間の体にとって大事な行為である。
BK ／大河の一滴／五木寛之／幻冬舎／ 1998

◇私の生まれは一九二六（大正十五）年だから、昭和
恐慌が日本を襲い、太平洋戦争に突入する戦争時代
に青春を過ごしたことになる。ということは、日露
戦争の勝利に酔った明治と違い、ひたひたと押し寄
せてくる軍国主義の足音を聞きながら、自分の身を
いかに処すべきかに悲壮感を持ち続けてきた時代で
あった。
PM ／諸君！／加藤寛・西尾幹二／文藝春秋／ 2004

◇夏のオリンピックが開催される時って、南半球では
冬なんですよね。ということは、前回のシドニーで
のオリンピックは冬の真っ只中に開催されたという
ことなんでしょうか？
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

ということは 2 〔係助詞/説明/節〕
◇拒食症や過食症の問題も含めて、思春期に「食」をめ
ぐるストレスをためてしまうということは、ひじょ
うに怖いことなんだ。
BK ／みんなのなやみ／重松清／理論社／ 2004

◇筋肉を動かすということは，筋肉を収縮させるとい
うことです。
PM ／月刊陸上競技／魚住廣信・月刊陸上競技編集部・杉本龍勇／講談社／ 2005

ということで 2 〔接続助詞/理由/体言 節〕
◇それをスーパーマーケットに買い物にくるのと同じ
に、女性が気軽に立ち寄れるお店にしようというこ
とで、店内の色使いは明るくソフトなものに変えて
いきました。
BK ／日々これ掃除／鍵山秀三郎／致知出版社／ 2003

◇いろいろお世話になったホテルマンにチップを渡し
たかったんだけど、サービス料に含まれているとい
うことで、結局受け取ってもらえませんでした。
PM ／女性自身／近藤珠実・女性自身編集部・武内純子／光文社／ 2003

◇１６年振りのオリンピックということで、とにかく、

◇まあ食事中に電話で話すということはマナーから言
えばよくないですね。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

というと 1 〔接続詞/条件/〕
◇ 「ひとつだけ腑に落ちないことがあります」 少
し考えてから久能が言った。警視は片方の眉を持ち
上げて、 「というと？」
BK ／法月綸太郎の功績／法月綸太郎／講談社／ 2005

◇「沖本はどうしてる」

「ああ、なんか本を読んで

と
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る。ツァラトゥストラか」 「というとニーチェか」
PM ／小説新潮／花村萬月／新潮社／ 2005

というと 2 〔係助詞/状況/体言〕
◇かつては製糸業というと、
「女工哀史」のイメージで
とらえられていました。
BK ／神と資本と女性／網野善彦・宮田登／新書館／ 1999

◇今となっては、お母さんの手作りのお弁当が恋しい
です。母の味というと、コロッケかな
PN ／高知新聞／／株式会社高知新聞社／ 2005

されております部会におきまして、現行計画の全部
変更に向けた調査審議を行っているというところで
あります。
MD ／国会会議録／ 2005

というところだ 3 〔局面アスペクト助動詞/終結/動詞
た形〕
◇大学側としてもこれ以上厳しい批判にさらされない
ために、申し訳程度に英語会話クラスを設置したと
いうところである。
BK ／日米大学比較不可知論／今林浩一郎／近代文芸社／ 1995

◇オートロックのマンションに今まで住んだことがな
いため分からないのですが、オートロックの魅力とい
うと、部外者の出入りが少ないということですよね？
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

というところ〔副助詞/程度/体言〕
◇販売部数はどうだろうか。日によって大きく変わる
が、売れ行きのいい夕刊紙で数十万部〜１００万部
というところ。
BK ／一冊でわかる「論争地図」／データバンク 21 ／成美堂出版／ 2003

◇また、この地震による被害状況を調査するために担
当官を現地に派遣したというところでございます。
MD ／国会会議録／ 1993

というのは 1 〔接続詞/理由/〕
◇ほんとうのことをいうと辞書はよほどのことがない
と引きません。というのは、私は辞書というものが
あんまり好きではないから。見かけも好きじゃない
し、中の文章も好きじゃない。
BK ／村上春樹全作品 1990〜2000 ／村上春樹／講談社／ 2003

◇一年生の頃から、２００名ほどの中学校で中間や期
末は、あまりぱっとしません。５，６０番というと
ころです。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

というところだ 1 〔局面アスペクト助動詞/開始/動詞
基本形〕
◇まだやっと午前七時になるというところだったが、マ
イラは上質なガラス製品のようにエレガントで優雅
にみえた。

◇平坦なところを歩いてもあまり効果はありません。
というのは平坦な道、登り道、下り道では歩くとき
に使う筋肉がちがうので、平坦な道をどんなに歩い
ても登山に必要な脚力はほとんどつかないのです。
PM ／山と渓谷／元井昭博／山と渓谷社／ 2005

◇小額でも株式投資をされてはいかがでしょう？おこず
かいの範囲で。というのは、自分のお金がからむと、
すごく真剣に経済の動向を読むようになるんです。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

BK ／カサンドラの挑戦／ J・D・ロブ・青木悦子／ソニー・マガジンズ／ 2005

◇東京という、これから正に世界都市に発展しようと
いうところで、世界の東京、それから首都としての
東京、自治体、我々の住んでいる町としての東京と
三重の機能があるわけですけれども、
MD ／国会会議録／ 2002

というところだ 2 〔局面アスペクト助動詞/進行/動詞
ている〕
◇このマンションを買った時以来の蒲団だから、もう
十七年も使っているわけだ。蒲団にしてみれば、も
うその生涯も晩年にさしかかっているというところ
だろう。

というのは 2 〔係助詞/説明/体言 節〕
◇女性のひとり旅というのは物騒なことのようにいわ
れたのは昔のことだ。
BK ／おしゃれの美学／鈴木史郎／彩図社／ 2002

◇今の不良債権は市場と政府の失敗で累積してきたも
ので、それを民間まかせにするというのは問題の先
送りでしかない。
PN ／毎日新聞／広瀬金四郎・毎日新聞社・渡辺喜美／株式会社毎日新聞社／ 2001

◇「郷に入れば郷に従え」というのは その国に行っ
たからには その国のやり方で暮らせということで
正しいと思います。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

BK ／短篇ベストコレクション／清水義範／徳間書店／ 2000

◇そのためには、タライの水をなんとかしてこぼさな
いように、そのままタライを必死で水平に保ってい
る、というところだろう。
PM ／Ｖｏｉｃｅ／石黒耀・古森義久・Ｖｏｉｃｅ編集部・養老孟司／ PHP 研究所／
2005

◇御指摘ありました利根川・荒川フルプランにつきま
しては、国土審議会水資源開発分科会のもとに設置

というのも〔接続詞/理由/〕
◇ブタ独自のウイルスが原因で病気になったという報
告はないが、ブタに無害なウイルスが、ヒトにも無
害という保証はない。というのも、発見されたウイ
ルスが、ヒトに対して感染性をもつレトロウイルス
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だったからである。
BK ／人体改造の世紀／森健／講談社／ 2001

◇何の花粉に対してアレルギーがあるかで違います．
というのも、花粉と同じ性質を持つたくさんの植物
があるからです。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

というもの〔副助詞/特立/体言〕
◇私はあまり小説というものを読まない。
BK ／老いのデザイン／鯨森惣七・野村義照／求龍堂／ 2003

◇そもそも報道というものは、さまざまな人に取材し、
その人たちの言うことを積み重ねていく仕事です。
PM ／現代／現代編集部・櫻井よしこ・田島泰彦／講談社／ 2003

◇ところが、一般的に見て教員というものの給与が、
昔はやっぱり警察官か学校の先生かというぐらいに
給与も高かったし社会的評価があったわけですよ。
MD ／国会会議録／ 1993

というものだ〔認識モダリティ助動詞/判定/体言 節〕
◇自分の存在を他から認められたとき、真の達成され
た充足感を人は得ることができるのである。 もち
ろん、そう簡単にそれらが達成できないのが私たち
の人生というものだ。
BK ／「ありがとう」戦略／清水英雄／サンマーク出版／ 2003

◇同じ意味で、外務官僚との派手な対立のすえに、田中
外相が具体的にどれだけ外務省改革の実績を築くか
を見て、評価を下すのがおとなの判断というものだ。
PM ／週刊ダイヤモンド／櫻井よしこ・山内昌之／ダイヤモンド社／ 2001

ないというのが現実なのだ。
PM ／週刊ダイヤモンド／週刊ダイヤモンド編集部・丹羽宇一郎／ダイヤモンド社／
2002

◇もちろんスペイン語を少し話せるほうがいいです。
というより、それがその国を旅するときの礼儀だと
私は思っています。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

というより 2 〔接続助詞/言い換え/体言 節〕
◇私は腹立たしいというより、情けなく思った。
BK ／青春社会部記者／小原正雄／社会保険出版社／ 1988

◇将棋の場合は、奨励会に入った段階で、もう半分プ
ロという考え方ですから、あまり手取り足取り教え
るということはしません。教えるというより、
「芸は
盗むもの」じゃありませんが、自分で盗んできて強
くなるという感じですね。
PM ／Ｖｏｉｃｅ／谷川浩司・古田敦也・Ｖｏｉｃｅ編集部／ PHP 研究所／ 2002

◇和食の食べ方を教えるため、用意されたご飯、お味
噌汁、おかずを運んできた女の子が、置き方を間違え
ました。間違えたというより、知らなかったみたい。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

というよりは 1 〔接続詞/言い換え/〕
◇時刻はすでに真夜中を過ぎていました。というより
は明け方に近かったと思います。
BK ／リーダーの資質／ルッシィ・M・ララ／黒澤一晃／サイマル出版会／ 1993

◇私は自分が小説を書いて作家になるなんて、子供を
産んだときは夢にも思っていなかった、というより
は、そんなことは夢の話だと思っていた。
PM ／ＣＯＳＭＯＰＯＬＩＴＡＮ日本版／佐藤環妃・香山リカ・集英社・田口ランディ・
中原俊／集英社／ 2002

というものの〔接続助詞/逆接/体言 節〕
◇ところで，われわれの社会は私有財産制を建前とし
ているというものの，財産権には限界がある．
BK ／サムエルソン経済学／ P・サムエルソン・都留重人／岩波書店／ 1992

◇高齢化社会の福祉政策のための安定財源というもの
の、本音は大きな政府へ安易な増税ということでは
ないかという不信感であります。
MD ／国会会議録／ 1988

というよりは 2 〔接続助詞/言い換え/体言 節〕
◇パーカーは、彼に答えるというよりは自分に言い聞
かせるようにして、こう言った。
BK ／鳥だけが見ていた／Ｊ・ウォリス・マーティン・布施由紀子／角川書店／ 2000

◇もっとも大きな悩みの種は韓国との関係だといえよ
う。悩みというよりは怒りとか不満、失望と呼んだ
ほうが適切かもしれない。
PM ／Ｖｏｉｃｅ／石黒耀／古森義久／Ｖｏｉｃｅ編集部／養老孟司／ PHP 研究所／
2005

1

というより 〔接続詞/言い換え/〕
◇わたしは長年、札幌に住んでいたが、乞食とか、ホー
ムレスといった人々を見かけたことがない。という
より、北の国では、放浪したり、ホームレスで生き
ていこうという、発想自体が生まれてこない。
BK ／風のように・嘘さまざま／渡辺淳一／講談社／ 1998

◇前述の技術流出防止策に、こうしたケチケチ作戦も
組み合わせ、シャープは国際的戦略商品ＡＱＵＯＳ
の海外生産に踏み切った。というより、ここまでの
苦労をしなければ、戦略商品といえども勝負になら

◇おそらく熱すぎるシャワーで頭痛が治まるのは、血
行がよくなったからというよりは、熱いシャワーで
血管の収縮が起こったためではないですか。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

というよりも 1 〔接続詞/言い換え/〕
◇もちろん映画だって見ない。というよりも、見たく
ても、島には一軒の映画館もない。
BK ／しょーこりもなく、またアジア。／内山安雄／光文社／ 2002

◇だが、一連の吉田商店との交渉を考えてみれば、松
下はまったく損をしていない。というよりも大変な

と
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利得を得たのである。
PM ／Ｖｏｉｃｅ／福田和也／Ｖｏｉｃｅ編集部／ PHP 研究所／ 2001

◇昨日は東京観光でした。というよりも結婚式できる
衣装あわせに付いていった。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

というよりも 2 〔接続助詞/言い換え/体言 節〕
◇そういう親たちの姿を見ていますと、人間は子供を
つくり、そして育ててきたというよりも、むしろ子供
によって生かされてきた、喜びを与えられてきた、育
てられてきた、こんな感じさえするくらいなのです。
BK ／人生の目的／五木寛之／幻冬舎／ 1999

◇国境が開きしだい、すぐに帰りたい。戦争がという
よりも、イラク政府自体が終わるのではないかなあ、
という気がしている。
PN ／朝日新聞／五十嵐浩司／笠原勝朗／株式会社朝日新聞社／ 2003

◇食事で気を遣うとすれば、よく言われていることで
すが、夜の食事のボリュームを下げることですね。量
を減らすというよりも、炭水化物、脂質、糖質を少
なめにして、高蛋白低カロリーを心がけ、夜９時以
降は食べない。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

というわけだ〔証拠モダリティ助動詞/推定/体言 節〕
◇薬草試役は味役でもある。つまり、毒物の専門家と
いうわけだ
BK ／妖少女／谷恒生／祥伝社／ 1986

◇例えば，社長は印刷とコピーが可能だが，社員はファ
イルの閲覧だけしか許可しないといったことをドキュ
メントに設定できる。これにより，重要な情報が社
外へ持ち出されるのを防ごうというわけだ。
PM ／日経バイト／株式会社日経 BP・著作権窓口／日経 BP 社／ 2003

◇これも法華経の真理だろう。人生に悲観は駄目だ。楽
観・能天気こそ人生というわけだ。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

というわけで 1 〔接続詞/理由/〕
◇今は未曾有の低金利。郵便局や銀行に預けておくだ
けでは、ほとんど増えない。というわけで、これか
らの定年を迎える人は資産を食い潰して生きていく
ことになるのだ。
BK ／ 50 歳からの退職・失業・年金マニュアル／北村庄吾／日本実業出版社／ 2003

◇そんな旅に出ることで、ボクなりのバイク旅のおも
しろさを伝えられたら…。というわけで、僕が長く
温めていた「かんいち流の旅」の企画がスタートす
ることとなった。
モーターサイクリスト／藤原寛一／八重洲出版／ 2001

◇今日はばあちゃんの命日です。早いもので、今日で
２年経つんですね〜・
・
・というわけで、仕事を終え

てその足でお墓参りに行って来ました。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

というわけで 2 〔接続助詞/理由/体言 節〕
◇初の外遊というわけで、彼は毛布のような碁盤縞の
洋服を新調し、足慣らしと称して銀座へ出かけ、ス
テッキ片手にかっ歩して銀座っ子をびっくりさせた
―。
BK ／喜劇の殿様／高野正雄／角川書店／ 2002

◇勉強合宿です。えーと、勉強漬けの合宿というわけ
で・
・
・
・テスト後に提出するものはすべて終わらさない
とイケナイということは知っていたんですけども・
・
・
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

といえど〔副助詞/極限/体言〕
◇世界広しといえど、彼ほど輝かしい経歴を持った刑
事弁護士はいない。
BK ／真夜中は別の顔／シドニィ・シェルダン・天馬竜行／アカデミー出版／ 1991

◇いくら同い年といえど、先輩・後輩の関係はなかな
か崩せないよね。
PM ／ｎｏｎ・ｎｏ／唐沢美帆・ｎｏｎ・ｎｏ編集部／集英社／ 2002

◇根本的な「やさしい人」とかは同じでも、顔の好み、
体型の好みなどは違います。双子といえど、ふつう
の兄弟です。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

といえども〔副助詞/極限/体言 節〕
◇大手メーカーといえども、１つの商品が会社の浮沈
を左右することも珍しくありません。
BK ／必ず繁盛店！地域密着商法の極意／俵貴幸／同文舘出版／ 2004

◇親の背中を見て育つという環境はなくなり、家業と
いえども家から離れたところに職場があるのが一般
的であるから、親の働く姿は子供に見えなくなった。
PN ／高知新聞／／株式会社高知新聞社／ 2002

◇憲法上、国連の要請といえども、我が国の軍事的協
力が一切許されないことは、憲法制定議会における
論議に照らしてみても明々白々ではありませんか。
MD ／国会会議録／ 1991

といえなくもない〔認識モダリティ助動詞/可能性/節〕
◇靴をはいて長崎の市中を歩いても、異端視され、攘
夷派の武士から襲われる危険は少なかったといえな
くもない。
BK ／ニッポン靴物語／山川暁／新潮社／ 1986

◇就職では，大企業を希望すれば大都会の大学が地方
より有利といえなくもないが，地方に根づいた企業
や銀行・地方公務員（教員を含む）などの分野では，
地方の大学のほうがよいといわれている。
PM ／螢雪時代４月臨時増刊全国大学学部・学科案内号／蛍雪時代編集部／旺文社／
2002
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といえば 1 〔係助詞/状況/体言〕
◇そのころの小説といえば、古くさい色恋沙汰をテー
マとしたものが多かったので、知的・面白い・新し
いの三拍子揃った『猫』は、時代のニーズに応えた
作品と高く評価されたのも当然といえる。

後に花を咲かせたといえる。
PM ／青春と読書／青春と読書編集部・牧野弘道・渡辺正清／集英社／ 2001

◇衆院解散で局面を打開することができない首相は早
晩、退陣に追い込まれる可能性が高かったといえる。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

BK ／漱石ゴシップ／長尾剛／ネスコ／ 1993

◇銀座といえば日本を代表するハイソな街。
PM ／ＰＯＰＥＹＥ／ POPEYE 編集部／マガジンハウス／ 2002

◇両日ともガラガラでアトラクションの待ち時間は０
分から長くても１５分でした。ディズニーランドと
いえば待ち時間は２，３時間が当たり前と来ていた
ので驚きました。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

といえば 2 〔副助詞/特立/体言 節〕
◇それが世間なみのカレーライスとはまるで違うもの
であることになぜ母親が気がつかなかったのか、不
思議といえば不思議である。
BK ／われらカレー党宣言／塩田丸男・塩田ミチル／世界文化社／ 1993

◇休場明けとはいいながら、平幕上位なら二ケタは当
然といえば当然かもしれないが、武蔵川３大関を撃
破してモノの違いを見せた。
PM ／相撲／相撲編集部・坂信一郎／ベースボール・マガジン社／ 2001

◇まぁ、それが仕事といえば仕事ですけど・
・
・しかし、
誰も会社内で評価してくれないっていうのも辛いで
すよ！
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

といえよう〔義務モダリティ助動詞/可能/節〕
◇医療福祉部門は赤字だという。高齢化社会を見込ん
でこの分野に参入したが経営者の見通しが甘かった
といえよう。
BK ／徳洲会・徳田虎雄の野望と虚像／医療者と市民の会取材班／ぱる出版／ 2001

◇九七年度以降、名目成長率はマイナス基調が続いて
おり、デフレ状況は一層深刻化しているといえよう。
このことは日本においてケインズ政策が、所期の
目標を達成しえなかったといえよう。
PM ／論座／朝日新聞社・石弘光／朝日新聞社／ 2002

◇この御文で述べられている伝教大師への非難は、現
代的には、世間一般の「権威」
「学歴」を偏重する風
潮や、最先端の学問を知らない等の誹謗にも通ずる
といえよう。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

といえる〔義務モダリティ助動詞/可能/節〕
◇たしかに直接の根拠は何ひとつなくても、これは、
国家ぐるみの犯罪といえる。
BK ／新・翔んでる警視／胡桃沢耕史／広済堂出版／ 1987

◇かれらの戦いが世論を変え、こんにち、日本人は自
由を享受できるようになった。 戦時中の雨が、戦

といおうか〔副助詞/例示/体言〕
◇中村孝也氏は、周到綿密といおうか、細心慎重とい
おうか、あまりに細かく行き届き過ぎて、人によっ
ては煩く面倒だと思うかも知れない。
BK ／三河松平一族／平野明夫／新人物往来社／ 2002

といけない〔義務モダリティ助動詞/不許可/動詞基本
形〕
◇遅刻するといけないですし、そろそろ車を回させま
しょう。
BK ／秘密のラブレッスン／バーバラ片桐／ハイラン／ 2004

◇海外では緊張のせいか不眠になることも多いのです
が、演奏に支障をきたすといけないので薬が飲めな
いんです。
PM ／ミマン／実著者不明／文化出版局／ 2001

◇風邪がうつるといけないから、家に来ないでそっと
しといてほしい。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

といった〔副助詞/例示/体言〕
◇カリフォルニアワインは実力をどんどんつけてきて
いますし、チリやアルゼンチンといった、いわゆる
新世界のワインも最近、人気を呼んでいますが、ど
う見ていらっしゃいますか
BK ／これが「美味しい！」世界のワイン／福島敦子／幻冬舎／ 2003

◇夕食は舞台終了後、遅くにとるのでお豆腐や納豆と
いった、やはり胃に負担のかからないものを食べま
す。
PN ／ＣＯＳＭＯＰＯＬＩＴＡＮ日本版／長瀬かの／集英社／ 2004

◇リストカッターやひきこもりといった、社会に順応
しづらい人たちに元気になってほしいという 想い
を込めて始めた番組です。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

といった〔連体助詞/内容/体言 節〕
◇最近の「改革・開放」政策によって、中国は今後、巨
大な市場になる。だから米国にとって中国との対話
が不可欠である、といった認識なのである。
BK ／香港回帰／中嶋嶺雄／中央公論社／ 1997

◇「集団的自衛のほうが効率がいいし」といった理由
で、現憲法が成立した歴史などもすべて「切り離し」
をして、あっさり改憲をしてよいものなのだろうか。
PM ／諸君！／細川珠生・村田晃嗣／文藝春秋／ 2004

◇また、アメリカは国内産業保護のため、工業製品の

と
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生産工場を海外に移転させるといった政策に消極的
な国なので、排出量削減がそのまま工業の縮小を意
味しています。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

びをしている、といったところに違いない。
PM ／文藝／文藝編集部・山崎ナオコーラ／河出書房新社／ 2004

◇家族と過ごす時間を大切にすごしているそうです。
充電中といったところでしょうか。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

1

といったところ 〔副助詞/程度/体言〕
◇ワイキキからタクシーを利用する場合は約１２分。
料金はチップ込みで約２０ドルといったところ。
BK ／ステップ・アップ・ハワイ／小倉通孝／同時代社／ 1998

◇以上のように主要先進国に比べても，我が国の科学
技術への投入は，資金面，マンパワーの面で相当大
きくなっているが，資金面では経済力に比べていま
一歩といったところにあり，政府の負担及び政府か
ら産業への支出が少ない。
WR ／科学技術白書／文部科学省科学技術・学術政策局調査調整課／大蔵省印刷局／
1981

◇おおざっぱですが、ヤフオクでの落札相場が新品で
５０００円前後です。それから類推するとせいぜい
１０００円といったところではないでしょうか。

といったところだ 3 〔局面アスペクト助動詞/終結/体
言 動詞た形〕
◇より正確には、ヤミ市場の噂を聞いたので、詳しく
調べてみたらいくつも状況証拠が出てきた、といっ
たところです
BK ／マーブル騒動記／井上剛／徳間書店／ 2002

◇大方、ここの工事を残し、予算がなくなってしまっ
た、といったところなのだろう。
PM ／野性時代／赤川次郎／角川書店／ 2005

◇ウロウロしながら、見つけたのでたまたま入ったと
いったところでしょうか。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

といったところ 2 〔副助詞/例示/体言〕
◇たとえば、子どもたちが好んで食べるものといえば、
やきそば、スパゲッティといったところです。

といったら 1 〔係助詞/主題/体言〕
◇走りきったあとの爽快感といったら日常生活では味
わえない
BK ／スポーツサイクルカタログ／八重洲出版／八重洲出版／ 2005

BK ／ダックス先生物語／鹿島和夫／法藏館／ 1998

◇朝日新聞と読売と日経の読者では関心事がどう違う
のかといったことは、ブログなりＳＮＳといったと
ころをうまく活用することで把握できると思う。
PM ／朝日総研リポートＡＩＲ２１／朝日総研リポートＡＩＲ２１編集部・平石郁生／
朝日新聞社総合研究本部／ 2005

◇球種としては真っ直ぐ、曲がりの大小で使い分ける
２種類のスライダー、縦割りのカーブが主体で、そ
れ以外にフォーク、チェンジアップといったところ
を投げていました。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

といったところだ 1 〔局面アスペクト助動詞/開始/体
言 節〕
◇きょうの商売はこれからといったところ。
BK ／マッチスティック・メン／土屋晃／ソニー・マガジンズ／ 2003

◇今週運がいい星座乙女座頭の回転が冴え、まさに乙
女座さんの本領発揮といったところ。
PM ／女性自身／女性自身編集部・ルネ・ヴァン・ダール・ワタナベ／光文社／ 2003

◇そしてこの場所で、いよいよ先生との対面を果たす
のじゃが、そのときのわたしといったら、今ふりか
えっても、恥ずかしくて仕方がない。
PM ／暮しの手朕暮しの手帖編集部・増田れい子／暮しの手帖社／ 2004

◇その時の苦しみといったら経験した人にしか分から
ないと思います。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

といったら 2 〔係助詞/状況/体言〕
◇パンといったらまずおいしいと私どもがいうのはやっ
ぱりフランス、ドイツ、スイス、これはものすごく
おいしい。
BK ／料理に「究極」なし／辻静雄／文芸春秋／ 1994

◇私はおでんが好き（なかでも練り物が大好き）で、鍋
といったらおでんでしょ！と思っていました。
PM ／Ｐｒｅ-ｍｏ／Ｐｒｅ-ｍｏ編集部／主婦の友社／ 2004

◇名古屋の名物といったら何ですか？
・
・
・
・
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

といったところだ 2 〔局面アスペクト助動詞/進行/体
言 動詞ている〕
◇社長から指示されている「パソコンＬＡＮの整備」
をすぐには実現できず、いまだ勉強中といったとこ
ろだ。

といったら 3 〔認識モダリティ文末辞/想定外/体言〕
◇なんと、ぼくの方が先に、
《エリーゼのために》をマ
スターしてしまったのだ！ このときのＳ君の驚き
といったら…。
BK ／おとなのピアノ独学のすすめ／広瀬宣道／春秋社／ 2002

BK ／社内情報革命に失敗する会社・成功する会社／近藤昇／光芒社／ 2003

◇他人からみれば、既婚の先生が若い生徒と恋の火遊

◇「オレ様」系なミュージシャンが多い中、山崎さん
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の慎ましい発言といったら！

ほっとしますね

PM ／ＭＯＲＥ／ＭＯＲＥ編集部／集英社／ 2003

◇松屋さんって豚めしや牛めしでも味噌汁が付くので、
結構人気があります。私（ｇｏｓａｋｕ）もかなり
お世話になっていました。それが突然の改装工事で
食べれなくなったときのショックといったら・
・
・。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

といったらない〔認識モダリティ助動詞/不可避/体言〕
◇いや、長いあいだ探していた本が手に入った時のう
れしさといったらないですよ。
BK ／古書狩り／横田順彌／筑摩書房／ 2000

◇「成る程」と相槌を打って、納得したように話は聞
いていますが、それが疲れるといったらありません。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

といって 1 〔接続詞/逆接/〕
◇途上国の自動車急増が今後、地球環境への大きな負
担になることは避けられない。といって、これまで
自動車の利便性を享受してきた先進国が、途上国の
モータリゼーションを拒否することはできないし、
先進国の自動車産業も途上国市場抜きには存続しえ
ないだろう。
TB ／国語表現 石弘之・井上ひさし・高樹のぶ子・長沼行太郎・ビートたけし／教育出
版株式会社／ 2005

◇顔がくすんだような色になり、テカります。といっ
て、皮脂をおさえるような化粧水を使うと肌がかさ
つきます。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

といって 2 〔接続助詞/逆接/節〕
◇侵略戦争したといって、何か特殊な、世界で非常に
異様なことのように考える必要はない。
BK ／国のこころ国のかたち／坂本多加雄・島田晴雄・長谷川三千子・三浦朱門・森本敏
／産経新聞ニュースサービス；扶桑社 (発売) ／ 2002

◇婦警さんは意見を聞くといって、全然こっちの言う
とおりに書かないじゃない
PM ／週刊プレイボーイ／小谷洋之／集英社／ 2001

といっても 1 〔接続詞/逆接/〕
◇会社で無口だった啓司は積極的になった。といって
も、いきなり明るく社交的になった訳ではなく、他の
人とあまり変わらないくらいになった程度だったが。
BK ／逃奔の彼方／柚木彩／文芸社／ 2004

◇一気に太り始め、体重は六九キロにまでなってしま
いました。といっても、ただ太るにまかせていたわ
けではありません。
PM ／壮快／岡田研吉・北野誠・佐藤建一・壮快編集部・山岸辰夫／マキノ出版／ 2002

◇先日、はじめてウチでチーズフォンデュをしてみま
した。といっても、レンジでチンするタイプのセッ
トを買って温めだけなんですけど・
・
・。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

といっても 2 〔接続助詞/逆接/体言 節〕
◇非麻薬性鎮痛薬 「麻薬」といっても、薬物乱用する
わけではありません。手術後や癌の痛み（疼痛）を
抑えるために使われる薬です。
BK ／臨床で出合う薬の基本をマスターしよう／（株）医学芸術社／編集部 医学芸術社
／ 2004

◇自分で性別を決めればいいといっても、戸籍で性別
を管理する国との間で食い違いがあると、生活上、
面倒なことがあるでしょ。
PM ／週刊ＳＰＡ！／パトリック・ボンマリート・石丸元章・茅島奈緒深・週刊ＳＰＡ！
編集部・坪内祐三・福田和也・米沢泉美／扶桑社／ 2003

◇いくら機嫌が悪いといっても、患者さんに向かって
「お前はもう来るな・
・」はありませんよ！
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

と思いきや〔接続助詞/逆接/体言 節〕
◇羽衣というので、うら若き乙女と思いきや、男も男、
明治詩壇において藤村、晩翠と並び称される帝大出
の大御所であった。
BK ／声に出して読みたい日本語／齋藤孝／草思社／ 2001

◇喜んでくれるかと思いきや、いきなりキレられて、
『祝い事はなあ〜！ 遅れてもいいが早めちゃいけな
いんだー！』って怒鳴りつけられました。
PM ／女性自身／近藤珠実・女性自身編集部・武内純子／光文社／ 2003

◇仕事をしてるのかと思いきや知恵袋をしていたなん
て・
・
・。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

と思うと〔接続助詞/継起/動詞た形〕
◇ドカ〜ン。ドロドロドロ〜という音と共に突然、稲
光がしたと思うと横殴りの雨が降って来た。
BK ／添乗員は見たどっきり激安バスツアー／末藤浩一郎／アスペクト／ 1997

◇いざ走り始めたら意外に簡単な直線を走っていたと
思うと、急にヘアピンがあったり急勾配があったり。
PM ／モーターサイクリスト／／八重洲出版／ 2001

と思えば〔接続助詞/継起/動詞た形〕
◇おまけに托鉢の態度が悪いの、歩き方がだらしない
のと三蔵はたまに口を開いたと思えば小言ばかりだ。
BK ／めざめよ運命の環／漲月かりの／角川書店／ 2005

と思ったら〔接続助詞/継起/動詞た形〕
◇夜遅くまで塾に通い、寝て起きたと思ったら、すぐ
学校でまた勉強。
BK ／就職戦線ウラ話面接官はここを見る！／中田康浩／東京書店／ 2001

◇女性は一生懸命背伸びしたがる傾向がありますね。
たとえば部屋のインテリアでも、シャガールの絵が
あったと思ったらマティスがあったり、電話にギン
ガムチェックのカバーがあったと思ったらペルシャ絨
毯があったりして、もうメチャクチャ（笑）。
PM ／潮／内館牧子・小西良幸／潮出版社／ 2003

◇私共のショップの紙袋を、さっと取り試着室に投げ

と
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たと思ったら、その上に靴で乗り着替え始めた客！
！
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

とか 1 〔副助詞/例示/体言 節〕
◇多くの社会的課題に対して積極的に働きかけ、貢献
することが必要だ。 地域市民と仲よくするとか、
環境破壊、産業廃棄物などで地域の人たちを困らせ
ないとか、あるいは社会の文化活動を応援していく
とか、差別をしないとか、といったことを企業活動の
中に、当たり前のように取り入れることができるか、
BK ／日本経済虚々実々／牧野昇／広済堂出版／ 1995

◇うーん。でも私、そういう女の子らしい職業に憧れ
たことって、あんまりないんです。お嫁さんとか看
護婦さんとか保母さんとか。
PM ／週刊朝日／週刊朝日編集部・林真理子・米倉涼子／朝日新聞社／ 2003

◇次の日、忙しくて夕ご飯作る時間がないな、と思っ
た時前の日から下準備できるカレーとかシチューに
決めてるんですが、他に、どんなものがありますか？
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

いう問題が生じるわけでございます。
MD ／国会会議録／ 1998

ときたら 1 〔係助詞/主題/体言〕
◇日本のデモやストにおける言語表現の貧しさときた
ら目も当てられないじゃない。
BK ／男ざかりの美学／桐島洋子／文芸春秋／ 1987

◇少女の父親はいったいに果物の類を好まず、妻や娘
にはすすめるものの、自分ときたら和菓子一辺倒で
あった。
PM ／群像／竹西寛子／講談社／ 2002

◇妊娠を機に親しくなったママ友達はみんなつわりが
軽いかまったくないかでした。ところがわたしとき
たら９月（まだ妊娠の確認もできない頃）から出産
する日まで重いつわりで家では寝たきり。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

ときたら 2 〔認識モダリティ文末辞/想定外/体言〕
◇まったく近ごろの若者ときたら！
BK ／殴られてもブルース スティーヴン・ウォマック／大谷豪見／早川書房／ 1995

2

とか 〔証拠モダリティ助動詞/伝聞/節〕
◇先日、関東地方の梅雨明け宣言というのが出たとか。

◇一回の勝負であいつがフイにした金額ときたら。
PM ／週刊文春／服部真誠文藝春秋／ 2001

BK ／妻の部屋／古山高麗雄／文藝春秋／ 2002

◇人の体は７０％くらいが水分だとか。
PM ／ＣＯＳＭＯＰＯＬＩＴＡＮ日本版／夏目円・君島十和子・四方淳子・集英社／集
英社／ 2004

◇昨日の夜中に通販でやっていたロデオボーイ。３週
間でウエスト１０センチ減った人もいるとか・
・
・。

ときている〔文法アスペクト助動詞/状態/体言 節〕
◇しかも完璧主義ときているから、キチンとやらなけ
れば気がすまない。
BK ／いま家族しか子供を守れない／斎藤茂太／ベストセラーズ／ 1996

YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

とかいう 1 〔連体助詞/同格/体言〕
◇上野動物園には「子供動物園」とかいうウサギとか
が放し飼いになってる場所があるんだけど、そこで
娘がヤギにスカート噛まれてさ、なんか急にすごい
ミジメな気分になったりして。
BK ／暴論・これでいいのだ！／坪内祐三・福田和也／扶桑社／ 2004

◇「突入せよ」とかいう映画は体制側から描いた映画
ですが、反対に連合赤軍事件を学生たちの側から描
いた「光の雨」という映画があります。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

とかいう 2 〔連体助詞/内容/体言 節〕
◇どれだけ頑張っても、聴いた人に、うまかったとかよ
かったとかいう感想を持ってもってもらうのは、歌
の天才でもない限り絶対に無理だろう。
BK ／ B’z yes or no!／グループ Zero ／アートブック本の森；コアラブックス (発
売) ／ 2002

◇何がなんでも賞がほしいとかいう意識はないですね。
PM ／小説ＴＲＩＰＰＥＲ／岩井志麻子・小説ＴＲＩＰＰＥＲ編集部・花村萬月／朝日
新聞社／ 2002

◇国際的な動きとしても、こういったものに課税をす
るのかしないのかあるいは関税をかけるのかかけな
いのか、かけるとしたらどういう形でやるのかとか

ときに〔接続詞/話題転換/〕
◇ 「なるほどそれも判る。ときに、君は妻子はある
のかね」
BK ／近代庶民生活誌／妻木松吉／三一書房／ 1991

◇次の刹那に思いがけない問いが吐き出されていた。
「ときにデュマ将軍、貴市民はアメリカの生まれ
かね」
PM ／オール讀物／佐藤賢一／文藝春秋／ 2002

とくる〔ダイクティック助動詞/移動/節〕
◇この先輩、ボクシングのことが大好きやから、練習
が大好きとくる。
BK ／人生さだかやない／赤井英和／朝日新聞社／ 1995

とくれば〔係助詞/状況/体言〕
◇和歌山県人のイメージはと聞くと、紀州とくればミ
カンとなるように、ミカンの甘さと気候の温暖さか
ら、性格温和であるという人が多い。
BK ／大阪人と東京人／樋口清之／ゴマブックス／ 2003

◇「このたびは」とくれば「紅葉の錦―のまにまに」こ
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れは菅家、すなわち菅原道真の作
PN ／毎日新聞／（川）
・毎日新聞社／株式会社毎日新聞社／ 2002

◇コラムシフトとくれば・
・
・やはりベンチシートでし
ょう
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

は 大自然

。

PM ／メイプル／今井通子／集英社／ 2004

◇私専用のくつろぎ椅子として買ったのです！ ところ
が、包みをほどいて置いたら、もうミルキーが乗っ
てしまった！
！
YB ／ 2008 ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!

1

ところか 〔認識モダリティ文末辞/判断/という と
いった こんな、そんな〕
◇これはユニデンの藤本秀朗さん、セコムの飯田亮さ
ん、ソニーの出井伸之さんといったところかな。
BK ／サラリーマンなんか今すぐやめなさい／堀紘一／ビジネス社／ 2004

◇だったら何でもかんでも「男女混合」も大いにあり
得るというところか。
PM ／諸君！／八木秀漆文藝春秋／ 2003

◇そういう説明を申し上げさせていただいたときに、
まあまあそんなところか、それも一つの考え方かな
というふうに思っていただける

どころか 5 〔接続助詞/添加/用言連体形〕
◇ラウルはポリーをくどくどころか、キスさえ求めて
こなかった。
BK ／未婚の母になっても／槙由子／ハーレクイン／ 1999

◇しかし当時の札幌には、一台もないどころか導入の
検討さえ行われていなかった…。
PM ／現代／山岸朋央／講談社／ 2001

◇ウチは貧乏になって、おもちゃが買えないどころか、
ご飯も食べれない、
YC ／ Yahoo!知恵袋 (2005) ／ yahoo!

MD ／衆議院 (2004) ／国会会議録

2

ところが 〔接続助詞/継起/動詞た形〕
◇大日如来が（氏のクチを通して）少し懲らしめたと
ころが、最近は命令をよくきくという。
BK ／日本民俗文化資料集成／下野敏見／三一書房／ 1989

◇京都祇園の「さいとう富蔵」さんに作っていただい
たところが、色彩、描き味とも面白いでき上がりに
なっています。
PM ／家庭画報特選きものサロン／大内順子／世界文化社／ 2004

◇ここでひとり暮らしの老人約二千名を対象に調査し
たところが、何と木造賃貸の約二七％に当たる人が
立ち退きを迫られている
MD ／衆議院 (1990) ／国会会議録

どころか 6 〔接続助詞/逆接/用言連体形〕
◇視聴者の熱意はさめるどころか、いよいよ高まって
いる。
BK ／「遊び心」の経済学／マイケル・J・ウルフ／徳間書店／ 1999

◇言われるままに体温計をくわえてみたら、熱は下が
るどころか八度三分に上がっていて、
PM ／ＩＮＰＯＣＫＥＴ／村山由佳／講談社／ 2001

◇、戻し利息が返ってくるどころか逆に不足分を請求
された、
MD ／衆議院 (1977) ／国会会議録

ところだ 1 〔局面アスペクト助動詞/開始/動詞基本形〕
◇いま二隻はゆっくりと離れていくところだ。
BK ／大暗礁の彼方／アレグザンダー・ケント・—橋泰邦／早川書房／ 1997

3

ところが 〔接続助詞/逆接/動詞た形〕
◇羽織の紋も八郎の紋でありましたから、それへ進も
うとしたところが、なかなか警吏がよせつけませぬ。
BK ／維新暗殺秘録／平尾道雄／河出書房新社／ 1990

◇樋口事務所に、男が入っていくところだった。
PM ／週刊文春／服部真誠文藝春秋／ 2001

◇危なかったね、もう少しで消されるところだったよ。
YC ／ Yahoo!知恵袋 (2005) ／ yahoo!

◇手錠はかけていなかったようですけれども、手で押
さえておったところが、外したらけられて、顔にけ
がをした人があると聞いております
MD ／衆議院 (2003) ／国会会議録

ところだ 2 〔局面アスペクト助動詞/完了/動詞た形〕
◇いまちょうど中野のうなぎ屋から出前が届いたとこ
ろだ。
BK ／一瞬の寵児／清水一行／光文社／ 2001

ところが 4 〔接続詞/逆接/〕
◇アメリカに語学留学した後、現在の会社に秘書とし
て再就職した。ところが、彼女は再び会社をやめ、今
度はＭＢＡ留学を目指すというのである。

◇今アパートに着いたところだ。これからいろいろと
お世話になると思うが、宜しく頼むよ
PM ／サンデー毎日／池野佐知子・楡周平／毎日新聞社／ 2004

BK ／いい女は頑張らない／松原惇子／東急エージェンシー出版事業部／ 1990

◇社会的なことは 折り合い さえつけられれば越え
られるんです」 ところが、障害をものともしない
彼女にも越えられないハードルがありました。それ

ところだ 3 〔局面アスペクト助動詞/進行/ている（た）〕
◇私もそう考えていたところだ。
BK ／封印の血脈／今野敏／学習研究社／ 2002

◇実際にどんなコンテンツを集めたら利用されるかを

と
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探っているところだ。
PM ／ＡＳＡＨＩパソコン／中和正彦／朝日新聞社／ 2001

◇現役続行か引退かという選択を迫られているところ
だ。
YB ／ 2008 ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!

ておしまいでしょう。
PM ／ダカーポ／ダカーポ編集部／マガジンハウス／ 2004

◇仮に規定を２０キロ引き上げたところで、１５０キ
ロで逃走する車両は追跡できず、根本的な解決には
ならない。
YB ／ 2008 ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!

4

ところだ 〔認識モダリティ助動詞/感慨/用言連体形〕
◇コーチの質がおちれば、人気が下がり、生徒数も減
る。そのへんのサジ加減は、むずかしいところだ。
BK ／円高時代-値段のからくり／守誠／講談社／ 1986

◇市場に出回った後も問題ないというお墨付きが欲し
いところだ。
PM ／日経エレクトロニクス／日経エレクトロニクス編集部／日経 BP 社／ 2002

◇未勝利の鬼門・カシマでの歴史的勝利で、悲願成就
に前進したいところだ。
YB ／ 2008 ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!

ところだった〔認識モダリティ助動詞/回想/用言連体
形〕
◇「そうなんでしょうね」彼女はつぶやいた。「でも、
あなたが本当に危ないところだった！」
BK ／青の殺人／エラリー・クイーン／原書房／ 2000

◇写真を破ってしまえば、自分がオーディオラックを
あさったことがバレてしまうところだった。だがそ
れよりも大きな問題が発生するところだった。
PM ／文藝／羽田圭介／河出書房新社／ 2003

◇ここは二の丸櫓門跡。あやうく見逃すところだった
＾＾
YB ／ 2008 ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!

ところで 1 〔接続助詞/時点/動詞た形〕
◇漁民数のデータが集まったところで、彼らの平均収
入の分布とつき合わせて日本全体のイカ漁師にとっ
ての必要収入というものが計算されよう
BK ／企業参謀／大前研一／プレジデント社／ 1999

◇四条で朱雀大路を渡り、しばらく歩いたところで、前
方から幾つかの灯りが近づいてくるのが見えた。
PM ／オール讀物／夢枕獏／文藝春秋／ 2002

◇今回のミスは、一度に８１９２通ぐらい転送された
ところで、まずい事に気付き、無限ループを停止す
る事ができました。
YC ／ 2005 ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!

ところで 3 〔接続詞/話題転換/〕
◇八月六日に広島に原爆が落とされました。ところで、
日本の終戦記念日って、みんな知っているかな。
BK ／発芽する未来／木俣佳丈／春夏秋冬叢書／ 2003

◇ベトナムでは、一家に１台あるといってもいいほど。
ところで、ベトナムではバイクのことを「ホンダ（日
本の自動車メーカーの名前）」と呼んでいる。
PM ／ちゃぐりん／中安昭人／家の光協会／ 2005

◇調子が悪く問題点が改善されなかったので今は Ｌ
ｉｎｕｘ を入れてます。ところで質問なんですが、
YC ／ 2005 ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!

どころではない〔認識モダリティ助動詞/状況否定/体
言、用言連体形〕
◇「おはよう、姫ちゃん！」とクラスメートが声をか
けても返事をするどころではない。必死にカミルを
探した。
BK ／姫ちゃんのリボン／水沢めぐみ／集英社／ 1994

◇地元の農協関係者は「収穫が始まれば防犯対策どこ
ろではない。
PN ／高知新聞／高知新聞／株式会社高知新聞社／ 2004

◇しかし、解約されれば少々の元本割れどころではな
いです。
YC ／ 2005 ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!

ところの〔連体助詞/関係付け/動詞基本形〕
◇衰え果てた肉体を養うところの物理的な糧は絶対的
に乏しく、その不足を補うものは無限の精神の糧で
ある。
BK ／生き急ぐ／内村剛介／講談社／ 2001

◇その花を支える心棒であるところの枝を見てみまし
ょう。
PM ／婦人画報アシェッ／熊倉功夫／婦人画報社／ 2004

◇いわゆる「センター試験」です。昔で言うところの
共通一次試験のようなものです。
YC ／ 2005 ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!

ところで 2 〔接続助詞/条件/動詞た形〕
◇新しいルールの内容だけをいくら詳しく見たところ
で、
「世の中の大きな流れ」を感じることはできない
のです。
BK ／ニッポンの経営を変える会計ビッグバン／田中靖浩／日本経済新聞社／ 1999

◇ズルを個人的に非難したところで、その正義感はド
ンキホーテの突進なみ。何を青臭いことをと言われ

ところを〔接続助詞/逆接/用言連体形〕
◇すぐにでもタクシーに乗ればいいところを、そのま
まぼんやりと待ちあわせの人たちの中で立ち尽くし
ていた。
BK ／不実なくちびる／きたざわ尋子／角川書店／ 2004

◇船が難船し、右の手で兄さんを助け、左の手でお父
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さんをつかまえようとするところを、左手が動かな
くなってお父さんを助けることが、とうとうできな
かった
PM ／新潮／川村湊／新潮社／ 2002

◇保険と他業態につきましては全く経験がないところ
を総理の指示によりまして二〇○一年までに行うと
いうことでございますので
MD ／参議院 (1998) ／国会会議録

◇「我々としたことが、まったくうかつだった」
BK ／真夜中のヒーロー／松村和紀子／ハーレクイン／ 2003

◇馬券を買うも、当たらずとも遠からず。つまりハズ
レ。 ハッ！ ワシとしたことが、
「夏競馬はデキ重
視」という格言を忘れとったわい。
PM ／週刊プレイボーイ／井上オークス・週刊プレイボーイ編集部／集英社／ 2003

◇ほんとに今は落ち込んでいてやる気がでません、、、、
亀としたことがどうしたことでしょう、、、、
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

とさ〔証拠モダリティ文末辞/伝聞/節〕
◇ 「そうだ。宮部郵船は日本では一、二を争う大手
の郵船会社なんだとさ。
BK ／プラチナ・ビーズ／五條瑛／集英社／ 2001

◇秋の美しい富士を見てロマンスに身を任せようとい
う魂胆…だったのだが、行き着いた先は、富士サファ
リパークだったとさ。
PM ／小説新潮／阿川佐和子・小説新潮編集部・山田詠美／新潮社／ 2003

◇たぬきは、ぴょこんと そとに とび下りました。
そして、うれしくて たまらないと いうように、
ぴょんぴょこ おどりながら かえって いきまし
たとさ。
TB ／こくご一下ともだち／岸なみ／宮地裕／光村図書出版株式会社／ 2006

とされる 1 〔証拠モダリティ助動詞/推定/体言 節〕
◇『歎異抄』の著者とされる河和田の唯円は、一説に、
京都へ戻っていた親鸞を訪ねて教えを受けたという。
BK ／うちのお寺は浄土真宗本願寺派／拓人社／双葉社／ 2005

◇日本における麻の栽培の歴史は古く、古墳時代以前、
弥生時代のかなり早い時期から始まっていたとされ
る。
PM ／産経新聞／小野木康雄・産業経済新聞社／株式会社産業経済新聞社／ 2005

◇ルートビア（ｒｏｏｔ ｂｅｅｒ）とは、アルコー
ルを含まない炭酸飲料の一種。商品としてのルート
ビアは、アメリカ合衆国において１９世紀の中頃に
生まれたとされる。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

とされる 2 〔ヴォイス助動詞/受身/体言 節〕
◇繰り返しは日本語の文体では必ずしも悪いことでは
ないが、英語では単調とされる。

としたことが 2 〔認識モダリティ文末辞/想定外/体言〕
◇鬼使いの名人たるわしとしたことが！
BK ／夢々／荒俣宏／角川書店／ 2000

◇和田はんの凱旋アーチに期待をしましたが、、、代わ
りにノリが２ラン♪珍しい荒木のトンネル・
・
・
・恥ず
かしいだろうなぁ、オレとしたことが！って思って
るんだろうなぁ（笑）
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

としたら 1 〔接続詞/条件/〕
◇この事件は、あなたの恋人桐村さんの事故死からお
こっている。としたら、関係あるのは、同じ商社に
勤めている加津山さんになりますね。
BK ／京都・金沢殺人事件／山村美紗／実業之日本社／ 1992

としたら 2 〔格助詞/立場/体言〕
◇ 「まあ、親としたら、当然の心配だろうな」
BK ／殺人買います／佐野洋／講談社／ 2002

◇忠政としたら、これ以上ないような思い切った石高
を言ったつもりだった。
PM ／日経ビジネス／皆木和義／日経 BP 社／ 2003

としたら 3 〔接続助詞/継起/動詞意志形〕
◇ぼくがプリンを食べようとしたら、お父さんが「少
しくれ！」と言ってきた。
BK ／話を聞いてよ、お父さん！比べないでね、お母さん！／増田修治／主婦の友社；角
川書店 (発売) ／ 2001

◇自宅に帰ろうとしたら、写真家の坂本真典氏より電
話があり、
「いま、神楽坂の居酒屋で筑摩書房の中川
美智子さんの歓送会をしているから、来い」という
PM ／週刊朝日／嵐山光三郎／朝日新聞社／ 2004

BK ／よりぬき徒然草 ／ドナルド・キーン／講談社インターナショナル／ 1999

◇この原生自然の楽園とされる山域は、登山コースも
踏み跡同然で、密生する笹ヤブに行く手を阻まれる
ことも少なくない。

◇いざ撮影に出ようとしたら、「すみません、雨が降
ってきました…」と言われ、撮影ができなくなりま
した。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

PM ／山と渓谷／藤原優太郎・山と渓谷編集部／山と渓谷社／ 2001

◇ＯＫの語源は、
「Ｏ．Ｋ．Ｃｌｕｂ」からとする説が
有力とされる。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

としたら 4 〔接続助詞/条件/節〕
◇今おっしゃったことが本当だとしたら、なぜあなた
は今のお仕事を続けているの？
BK ／最後のゲーム／Ｊ・アンダーウッド・斎藤伯好／講談社／ 1990

としたことが

1

〔格助詞/主体/体言〕

と
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◇ 「生まれ変わるとしたら、男と女、どっちがいい
か」
PN ／産経新聞／小谷みどり・産業経済新聞社／株式会社産業経済新聞社／ 2004

◇購入するとしたら、どこの製品が良いと思われます
か？
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

として 1 〔格助詞/立場/体言〕
◇まじめ夫ならまだいいが、まじめでない夫だったら、
妻として、母親としての心労は癒される時もなく、慢
性化してしまう。
BK ／男の子は母親次第／宗内数雄／毎日新聞社／ 1998

◇サンフランシスコ条約体制で最も重要なことは、日
本が対外関係において米国との関係を基軸とすると
ともに、米国と緊密な関係にある西側諸国陣営の一
員として、これらの諸国と協調していく方針を確立
したことである。
PM ／明日の友／古川万太郎／婦人之友社／ 2002

◇教本等のお手本として掲載されているデザインにも、
著作権はあります。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

として 2 〔副助詞/極限/体言〕
◇それに触れてもいいのかわからないため、留学のこ
とは一度として話題に上った例がなかった。
BK ／キスの法則／和泉桂・講談社／文芸 X 出版部／講談社／ 1999

◇ベーシックデザインに、客の要望や収納場所に合わせ
て手が加えられていて、一つとして同じものがない。
PN ／朝日新聞／朝日新聞社・遠藤ケイ／株式会社朝日新聞社／ 2004

◇社保庁も、その犯罪のけじめに誰一人として言及し
ようとしていない・
・
・
・
・
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

3

として 〔接続助詞/条件/節〕
◇今夜の夜なべに、ボッコ足袋を一足縫いあげるよう
にいわれている。三時間かかるとして、かたづけを
すませても十一時をこえることはないだろう。

的すぎるとして、ＢＢＣで放送禁止になった。
BK ／ザ・ローリング・ストーンズ／シンコー・ミュージック・エンタテイメント／シン
コー・ミュージック／ 2003

◇松江被告が殺害した疑いが強まったとして、近く殺
人容疑で再逮捕する方針。
PN ／北海道新聞／北海道新聞社／株式会社北海道新聞社／ 2002

◇エスビーが発売した「とろけるカレー」のパッケー
ジデザインが、ハウス食品の「こくまろカレー」に
似ているとして、ハウス食品が訴訟を起こした事件
です。（２００２．０１．１５ 和解したそうです）
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

としている 1 〔認識モダリティ助動詞/判定/体言 節〕
◇高齢化社会が本格化する二十一世紀までに、予算を
重点的かつ効率的に配分することが最も重要と指摘、
他の事業と比較して遅れている生活環境整備型事業
を最優先すべきだとしている。
BK ／大蔵省の危疑栗林良光／講談社／ 1996

◇しかしダーウィンは、互いに結びつき協力し、利他
する能力も、進化に不可欠であったとしています。
PM ／潮／ヘイゼル・ヘンダーソン／潮編集部／潮出版社／ 2005

◇またいずれサザンオールスターズとして集まった時
には、世の中のみなさんに対しても、より新鮮で刺
激的な活動をお見せできるようにしたい」と今回の
活動休止が、至って前向きなバンド活性化への方法
だとしている。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

としている 2 〔局面アスペクト助動詞/開始/動詞意志
形〕
◇その神楽殿の正面の扉が、いま音もなく開こうとし
ている。
BK ／陛下／久世光彦／新潮社／ 1996

◇２１世紀に向けての新たな飛躍のときを迎えようと
している。
PM ／ 2002 入試展望と対策／サンデー毎日編集部／毎日新聞社／ 2001

◇時代は今、変わろうとしている
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

BK ／新十津川物語／川村たかし／偕成社／ 1990

◇例えば、どうしてもペットボトルでなければならな
い容器はそれを使うとして、できる限りリユースび
んを使いまわす。
PM ／プレジデント／加藤三郎／プレジデント社／ 2002

◇お正月に主人の実家で親戚が集まります。何か１品
食べ物を作って持っていくとして、皆さんなら何を
作って行きますか？
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

としては 1 〔係助詞/主題/体言〕
◇これまであまり知られていなかった事実をたくさん
盛り込むことができ、私としてはかなりオリジナリ
ティのある論文に仕上がったという自負もあった。
BK ／女が学者になるとき／倉沢愛子／草思社／ 1998

◇ですから当社としては次のステップとして何ができ
るかを考えておかなければなりません。
PM ／経済界／経済界編集部／経済界／ 2002

◇大家さんとしては、賃料を踏み倒されるのが困る。
として 4 〔接続助詞/因果/節〕
◇ジュリアン・テンプルが監督したこのビデオは暴力

YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005
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としては 2 〔副助詞/基準/体言〕
◇でも当時としては、それでも彼は先見の明があった
んですよ。

◇第二条として「国歌は、君が代とする。」とありま
すが、
MD ／国会会議録／ 1999

BK ／愚か者の舟／海老沢泰久／文藝春秋／ 1998

◇今年は７月中に２度も台風が日本を襲い、北海道に
も上陸するなど、夏の前半としては非常に珍しい気
候でした。
PM ／陸上競技マガジン／竹本英利／ベースボール・マガジン社／ 2002

◇前後、間を入れ、１時間ですむから、運動としては
激しいが効率は良い。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

としてみれば〔係助詞/主題/体言〕
◇『女優ナナ』の作者としてみれば、そのあたりが眼
のつけどころだったろう。
BK ／永井荷風巡歴／菅野昭正／岩波書店／ 1996

としても〔接続助詞/条件/節〕
◇どんなに金が大事だとしても、家族の命を犠牲には
できない。
BK ／人は皆「自分だけは死なない」と思っている／山村武彦／宝島社／ 2005

◇不正にファイルが入手されたとしても，データが暗号
化されているために内容を読み取ることができない。

とすると 1 〔接続詞/条件/〕
◇だれが、とうさんのことを教えたのか？
ない。とすると、いったいだれなんだ？

正也じゃ

BK ／長崎にいた小人のフランツ／大川悦生／国土社／ 1988

◇東灘区の浜のほうでプロパンガスの大きなタンクが
爆発するかもしれないということで避難命令が出て、
五万人近い人たちがいったん身を寄せた避難所から
山手のほうへ山手のほうへと大移動を始めていると
いう。とすると、これは大変なことになっているの
ではないかと。
PM ／潮／潮編集部・林英夫・東晋平・前原政之／潮出版社／ 2004

◇生存にとって必要な感覚だけが鋭くなる。とすると
人も何千年という歴史の中で鋭くなった感覚と退化
した感覚があるのではないか？
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

とすると 2 〔接続助詞/条件/節〕
◇ 「もし、寺本が、犯人だとすると、どういうこと
になってくるんでしょうか？」と、亀井が、きいた。

PM ／日経バイト／株式会社日経 BP・著作権窓口／日経 BP 社／ 2003
BK ／十津川警部の挑戦／西村京太郎／実業之日本社／ 1988

◇恋愛って、たとえ失敗するとしても自分から動かな
きゃ始まらない時もありますよね？
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

とする 1 〔認識モダリティ助動詞/意志/動詞意志形〕
◇これを開けるにはどうすればいいのか。 切り込み
を睨みつけながら、ぼくは必死に考えようとする。
BK ／思いがけないアンコール／斎藤肇／講談社／ 1989

◇イラクを攻撃した米軍はパレスチナを攻撃するイス
ラエル軍と同じ。軍事力で何もかも黙らせようとす
る。

◇あなたが、もう会社を辞めてしまったとすると、雇
用の場からはずれてしまっているので、その意味で
も雇用均等室に支援を求めるのは、無理であろうか
と思われます。
PM ／読売新聞／岡本道郎・共同通信社・読売新聞東京本社／株式会社読売新聞社／ 2005

◇仮に国債の信用がゼロになるとすると、それは円全
体の信用が失われることを意味しますから、異常な
インフレ等により、円を持ってる人全員が大損をし
ます。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

PN ／中国新聞／共同通信社・中国新聞社／株式会社中国新聞社／ 2003

◇だから、米国では住民税かなんかを減税して、消費
拡大して、企業の業績を上げて、そこから税収入を
増やそうとする。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

とするなら 1 〔接続詞/条件/〕
◇今や家族は、愛情や親しみをもって共棲する血縁集
団以上でも以下でもない。とするなら、その愛情や親
しみが、葛藤を通して憎悪に変わることもありうる。
BK ／父と子のフィールド・ノート／天沼香／東京堂出版／ 2000

とする 2 〔認識モダリティ助動詞/判定/体言 節〕
◇各議院の議員の過半数をもって、議事を行う定足数
とする。
BK ／ボクが見た日本国憲某ケント・ギルバート／ PHP 研究所／ 1988

◇他人に読ませる文章も、人の気持ちをどう動かせる
かがすべて。とするなら、こんなことを心がけてみ
てはどうだろう。３行にひとつは感情を表現する言
葉を入れる。
PM ／ＣＯＳＭＯＰＯＬＩＴＡＮ日本版／中込久理・菊地美香子・齋藤薫・集英社／集
英社／ 2004

◇成果主義の導入は、
「管理職・平社員」の別ではなく、
あくまでも職種（仕事の内容）によって判断するこ
ととする。
PM ／Ｖｏｉｃｅ／梅森浩一・柴田昌治・Ｖｏｉｃｅ編集部／ PHP 研究所／ 2004

とするなら 2 〔接続助詞/条件/節〕
◇暗殺だとするなら、あまりにも大掛かりで知的な方

と
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法だった。天才的と呼んでもいいぐらいだ。
BK ／千里眼の死角／松岡圭祐／小学館／ 2004

◇確かに、一日にわずか５ｍしか登れないとするなら、
モンスーンの到来前にこの困難な壁を克服すること
は不可能に思えた。
PM ／ＲＯＣＫ＆ＳＮＯＷ／アレキサンドル・ルチキン・ステフ・デイビス・ポッター・
中川裕・古田理佳・ＲＯＣＫ＆ＳＮＯＷ編集部／山と渓谷社／ 2004

◇こういうような数字を出すために無理に合理化なる
ものを進めるとするなら、私はこれはもう断固とし
て反対せざるを得ないわけです。

とをできる限りピュアにドラマチックに伝えるため
のメソッドにすぎない。とすれば、文章そのものが
あまりに際立ってしまうと、伝えたいことが目立た
なくなる。
PM ／ＣＯＳＭＯＰＯＬＩＴＡＮ日本版／中込久理・菊地美香子・齋藤薫・集英社／集
英社／ 2004

◇本当に日本の領土なのだというそういった世論が起
こることが一番大事だと思います。何で北方領土の
日などというのを定めていらっしゃるのか。とすれ
ば、それができるのは私は報道関係だと思う。
MD ／国会会議録／ 1991

MD ／国会会議録／ 1986

とするならば 1 〔接続詞/条件/〕
◇現在の医療や年金制度は、まさに社会保険方式であ
り、サービスを利用する国民の権利性が確保されて
いるといえよう。とするならば、新介護システムに
よる介護サービスは、社会保険方式で財源を確保す
ることが望ましいようにも考えられる。
BK ／新・社会福祉学講義／北村由美／安塲敬祐／西日本法規出版；星雲社 (発売) ／
2001

◇事業が存亡の危機に瀕した時に川北電気から受けた
扇風機碍盤から得た利益が八十円であった。 とす
るならば、一年足らずの間に、出発の時点に比較し
て約三十倍の資金を得たわけである

とすれば 2 〔格助詞/立場/体言〕
◇アメリカ軍とすれば、中国の同盟軍に応援を求め、
海空軍基地を援護してもらうことが必要だった
BK ／原爆を投下するまで日本を降伏させるな／鳥居民／草思社／ 2005

◇いわゆる「若手四天王」を追う筆頭候補の位置にい
る河野とすれば、今期のトーナメントは正念場。
PM ／北海道新聞／佐野真・鈴木宏彦・細川智子／株式会社北海道新聞社／ 2005

◇学校の先生方はやはりできるだけ子供たちを希望の
高校に入れてやりたい、担任とすればそれが思いで
あります。
MD ／国会会議録／ 1993

PM ／Ｖｏｉｃｅ／福田和也・Ｖｏｉｃｅ編集部／ PHP 研究所／ 2001

◇その中でも鉄のかたまりを売る時代は過ぎた、こう
見ていいのじゃないでしょうか。とするならば、佐
世保における、長崎における地域の産業をどう守る
かという問題は次の産業の構造に発展をしなければ
ならぬわけですよ。
MD ／国会会議録／ 1978

とすれば 3 〔接続助詞/条件/節〕
◇今のままの速度でコンピュータが進化するとすれば、
デジタル映像を扱うことは、そう遠くない将来に実
現するはずである。
BK ／デジタルカメラ徹底活用術／美崎薫／二期出版／ 1996

◇難点をあげるとすれば、間違いが多かったり忘れっ
ぽいところ。

とするならば 2 〔接続助詞/条件/節〕
◇もしも私が文学者だとするならば、私は民衆のなか
にこそ住むべきです。…社会的・政治的生活を望み
ます…

PM ／ＳＡＹ／青春出版社／青春出版社／ 2002

◇人生に失敗があるとすれば、それは唯一その人が、
挑戦をあきらめた場合だけです。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

BK ／作家と作品でつづるロシア文学史／卞宰洙／新読書社／ 2005

◇老いが人生への悲嘆や失望、諦観であるとするなら
ば、六四歳で現役プロゴルファーの古市忠夫は、老
いとは無縁のようだ。
PM ／日経Ｍａｓｔｅｒｓ／樋口榮一・矢嶋秀一／日経 BP 社／ 2005

◇七％の経済成長をもし求めるとするならば、大臣が
おっしゃったように、どうしたって国内の消費の拡
大ですよ。同時に公共事業の拡大です。これ以外な
いのです。

とたんに 1 〔接続助詞/継起/動詞た形〕
◇中身は和室が二つに四畳半のダイニングキッチンが
つくという狭いものでしたが、登場したとたんに、
人々の憧れの的になります。
BK ／たたかうマイホーム／藤原智美／廣済堂出版／ 2003

◇むすこが ふたを
ぽわあん…。

あけた とたんに、けむりが

PM ／たのしい幼稚園／間所ひさこ／講談社／ 2004

MD ／国会会議録／ 1978

とすれば 1 〔接続詞/条件/〕
◇下手人は同じ仲間と考えて間違いないだろう。とす
れば、殺しの目的は何なのか。
BK ／密殺／黒崎裕一郎／徳間書店／ 2001

◇そもそも

うまく書くこと

は、伝えたいと思うこ

◇７月に入ったとたんに夏らしい気温に戻って、８月
中ごろから再び落ち込み…。
YB ／ 2008 ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!

とたんに 2 〔接続詞/継起/〕
◇飛行機はもう一度雲の中へ突入した。とたんにはげ
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しい動揺。窓ガラスに雨滴が流れる。
BK ／今西錦司全集／今西錦司／講談社／ 1993

とて 1 〔副助詞/極限/体言〕
◇私とて便利なものが嫌いではない。
BK ／鬼と蝿叩き／松沢呉一／翔泳社／ 1995

◇森は生物の気配とてなく、触れれば手が切れるほど
の静けさだけがあった。
PM ／別册文藝春秋／貫井徳郎／文藝春秋／ 2001

◇一番困るのは運輸業務に当たる人たちだろうが、彼
らとて長距離の運送は鉄道に切り替えたりして対応
していくしかないし、そうするだろう。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

とて 2 〔接続助詞/条件/節〕
◇それを言ったとてどうにもならない。
BK ／炎立つ／高橋克彦／講談社／ 1995

◇ぼくはすでに、人をひとり殺しました。この上もう
ひとりを殺したとて、同じことです。

くなったのも事実。
PM ／週刊ＳＰＡ！／江川達也・週刊ＳＰＡ編集部／扶桑社／ 2004

◇金利が上がることによって限界企業が淘汰をされて
いく、これが実は構造改革を促進させていくことじゃ
ないか、こういう有力な意見がございますね。と同
時に、物価を上昇させたいと思っても、今の低金利、
つまりゼロ金利だったら上がらないというふうに言
明する学者もいるんですよね。
MD ／国会会議録／ 2001

と同時に 3 〔接続詞/同時/〕
◇「おはようございます！」 全員の明るく元気な声
が返ってきた。と同時に、だれからともなく拍手が
起きた。
BK ／先生の不登校／蓬莱泰三／ポプラ社／ 1995

◇武蔵は２本の木刀でそれを素早く受け止め、「えい」
と鋭い気合を発した。と同時に、木刀は忠刻の手を
離れて天高く跳ね上がった。
PM ／日経ビジネス／皆木和義／日経 BP 社／ 2003

PM ／別册文藝春秋／貫井徳郎／文藝春秋／ 2001

◇なんぼ地方へ行ったとて、短期間での変化は難しそう
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

と同時に 4 〔接続助詞/添加/体言 節〕
◇ただし、田中は、任された責任者として、重い責任
感と同時に、一抹の不安も感じていた。
BK ／修羅の群れ／大下英治／徳間書店／ 1984

と同時に 1 〔接続詞/添加/〕
◇物財の豊かさを求めて発展拡大した古代文明社会は、
西洋では紀元前後に、中国ではそれよりもやや早い
時期に、地域的拡大の余地を失う。と同時に、森林
資源の枯渇から徐々にエネルギー不足となり、物財
供給を増大させることが困難になる。
BK ／知価革命／堺屋太一／ PHP 研究所／ 1985

◇日本銀行は景気浮揚のため、公定歩合を九〇年八月
の六％から九九年二月のゼロ金利政策に至るまで引
き下げ続けてきた。と同時に政府は、公共事業と減
税を中心とした総合経済対策をほとんど毎年のよう
に発動してきた。
PM ／論座／朝日新聞社・石弘光／朝日新聞社／ 2002

◇いい先生プラス小人数教育というものをどうしても
日本で導入しなければいけないと、私どもは強く主
張した次第でございます。と同時に、習熟度別学習
もどうしても必要だろう。
MD ／国会会議録／ 2000

と同時に 2 〔接続詞/対比/〕
◇それは私に取ってどれほど喜ばしい事だったろう。と
同時にどれほど苦しい事だったろう。
BK ／小さき者へ；生れ出ずる悩み／有島武郎／岩波書店／ 2004

◇酸性雨問題は、そこに住む人々の問題であると同時
に、国境を越え他の国・地域にも影響を及ぼす問題
である。
WR ／我が国の政府開発援助／外務省国際協力局総合計画課／（財）国際協力推進協会
／ 1997

◇これを推進するにつきましては、国民の御理解と同
時に国鉄職員の御理解、御協力を得ることが大事で
ございまして、
MD ／国会会議録／ 1985

と同時に 5 〔接続助詞/対比/体言 節〕
◇計画化の能力のいっそうの向上がもとめられている
と同時に，他方で計画能力自体への不信感，無力感
がこれまでになくひろがっているのも現代である。
BK ／マクロ社会学／長谷川公一／新曜社／ 1993

◇目の肥えたお客様は、フリー電話や飲み物の種類と
いったような小さなことでも満足してくれることが
わかりました。嬉しいと同時に、細かなところにも
目配せを怠れない難しさを教わりました。
PM ／ＬＥＶＯＬＡＮＴ／金子浩久・ＬＥＶＯＬＡＮＴ編集部／立風書房／ 2004

◇私は今後男性の中高年の活用と同時に、女性の方々
の活用ということが大きな意味を持ってくると思い
ます。
MD ／国会会議録／ 1984

◇ヤフーオークションや楽天のオンラインショップ、株
のオンライントレードなどの利用者も急増。ネット
は個人にとって恰好の「市場」となっている。と同
時にツワモノが増え、正攻法では儲ける側に回れな

と同時に 6 〔接続助詞/同時/体言 節〕
◇ちなみに日本では、種子島に鉄砲が伝来すると同時

と
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に火薬も伝来し、戦国時代を背景として広く普及し
た。
BK ／朝鮮科学文化史へのアプローチ／任正赫／明石書店／ 1995

◇私が玄関のドアにたどり着くと同時に、ドアが開い
て月夜のお母さんか現れた。
PM ／コバルト／片山奈保子・コバルト編集部／集英社／ 2004

◇教育学部の中には、卒業と同時に教員免許がもらえ
るという学科もあります。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

とともに 4 〔接続助詞/相関/体言 動詞基本形〕
◇言うまでもないが、社会通念や常識というものは時
代とともに変わっていく。
BK ／ヴゼチャル love ／岩下久美子／文藝春秋／ 2002

◇野村証券は良くも悪くも日本の資本市場の発展とと
もに歩んできた会社です。
PM ／日経マネー／古賀信行・日経マネー編集部／日経ホーム出版社／ 2005

◇寝台列車の利用者は新幹線の普及など交通網の整備
が進むとともに減少。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

1

とともに 〔接続詞/添加/〕
◇二十世紀は、世界が国という単位に再構成されていっ
た時代であった。それへの原動力が、それぞれの「帝
国」に反旗をひるがえしての、植民地の独立にあっ
たことはいうまでもない。とともにその結果として、
人びとに国を単位とする思考を刻みつけた。
BK ／日本の近代思想／鹿野政直／岩波書店／ 2002

◇このような形でもって全国で、ニーズがあり、やる気
がある自治体はできるようにしよう、とともに、全
国の公立学校システムをさまざまな形で改善しよう
という二つの提案をしたのが第二分科会でございま
した。
MD ／国会会議録／ 2000

とともに 2 〔格助詞/相手/体言〕
◇自由よいつもお前はこの道を照らしてくれた自由よ
お前とともにこの道を歩いていこう
BK ／自由と無罪への道のり／武山哲夫／同時代社／ 1996

◇住宅は、人とのかかわりで課題をどう解決するかが
１件１件違う。そのつくる楽しみを客とともにじっ
くり味わいたい」と考えている。
PM ／日経アーキテクチュア／日経アーキテクチュア編集部／日経 BP 社／ 2005

◇築地市場移転については開設者である東京都ととも
に国が直接の責任を有しており、国の判断や対応の
適否が問われる問題である。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

とともに 3 〔接続助詞/添加/節〕
◇最後に、皆様方のますますのご健闘をお願い申し上
げるとともに、ご健康とご一家の繁栄を心からお祈
り申し上げ、私の話とさせていただきます
BK ／新・人間革命／池田大作／聖教新聞社／ 1999

◇条約締結国に国内の無形文化遺産の保護や目録の作
成を求めるとともに、国際協力のための基金設置な
どを盛り込んでいる。
PM ／西日本新聞／共同通信社・坂井政美・竜口英幸／株式会社西日本新聞社／ 2004

◇遺体を司法解剖して死因と身元の特定を急ぐととも
に、死体遺棄事件として捜査している。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

とな〔伝達モダリティ文末辞/確認/体言 節〕
◇ 「子供が生まれておりやした」 「なに子供とな。
男か女か」
BK ／虹の刺客／森村誠一／朝日新聞社／ 1999

◇これに出羽十二郡を合わせますると六十六郡という
広さになりまする」 吉次がそういうと、遮那王身
を乗り出して、 「ほう、六十六郡とな。それは大
きい」と感嘆する
PM ／週刊朝日／宮尾登美子／朝日新聞社／ 2001

となく〔副助詞/非限定/体言〕
◇ひところカセットテープに録音することに凝って、
誰彼となくマイクをつきつけては他愛のないインタ
ビューを試みたりしたものだ。
BK ／十五歳夏／笠原淳／新潮社／ 1998

◇これまで幾度となくケガに泣いてきたが、見事それ
を克服しての活躍だけに、上滑りしない実力と強靭
な精神力を感じる。
PM ／相撲／相撲編集部・坂信一郎／ベースボール・マガジン社／ 2001

◇そのからすが、何羽となく輪を描いて、高い鴟尾 ((
６)) の周りを鳴きながら、飛び回っている。
TB ／国語総合／芥川龍之介・加藤周一／教育出版株式会社／ 2006

となったら 1 〔接続詞/条件/〕
◇「犯行の手口から、プロの仕業じゃねえと思われる。
となったら？」 久松が煙草の火を消した。 「坂
口の知人でしょうね」
BK ／匿名告発／南英男／徳間書店／ 2005

◇今のように民間型で決算書を出しますと、非常に超
優良企業として仮定できる。となったら、まず民営
化、今すぐにでもできる、できない、それについて
の大臣のはっきりとした御答弁をお願いしたい。
MD ／国会会議録／ 2001

となったら 2 〔接続助詞/条件/体言 節〕
◇大きな銀行とは、預金もたくさん集まっているし、預
金者の数も多く、取引先・融資先も多いです。もし
「破たん」となったら社会にたいする影響も大きいで
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BK ／日本の銀行・信金・信組ベスト 100 ／ B ＆ I リサーチプロジェクト／中経出版
／ 2003

◇観測機器を減らして重量に余裕をもたせたために，
必要な観測ができないとなったら，何のための衛星
かわかりません。
PM ／Ｎｅｗｔｏｎ／Ｎｅｗｔｏｎ編集部・畑村洋太郎・的川泰宣／ニュートンプレス
／ 2004

◇この先、ピアノを本格的にするとなったら、個人に
しようかと思っていますが、小学校１年からでも大
丈夫ですか？
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

となっては〔接続助詞/条件/体言 節〕
◇もし、わたくしどものことに水城さまを巻きこんだ
となっては、申しわけがたちませぬ
BK ／破斬／上田秀人／光文社／ 2005

◇せっかく逮捕しても、状況証拠ばかりとなっては、裁
判で負けて、無罪放免になってしまいますから。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

となると 1 〔接続詞/条件/〕
◇自然に抱かれた自分の田舎をつくろう。となると、ま
ず必要なのが土地である。
BK ／田舎さがし／宮崎光／森林書房／ 1990

◇じん帯を断裂している疑いがあるという。もし断裂
している場合は、全治までに６カ月はかかる。とな
ると、ワールドカップ出場は絶望的で、ビエルサ監
督も頭の痛いところだ。
PM ／週刊サッカーマガジン／向〓（竹）直／ベースボール・マガジン社／ 2002

◇さらに物価スライドなどを考えると非常に高額とも
思えるような保険料になっていくわけでございます。
となると、さらに免除であるとか滞納者率がふえて
くると考えざるを得ないわけでございます。
MD ／国会会議録／ 1984

2

となると 〔係助詞/状況/体言〕
◇つまり、日本の環境だけなら、ある程度の科学的な
合理性をもって計算できますが、
「地球環境」となる
と政治的な判断が必要で、科学的には決めることが
できません。
BK ／日本社会を不幸にするエコロジー幻想／武田邦彦／青春出版社／ 2001

◇二時間ドラマとなると、これはもう船越英一郎の独
壇場だ。

ざ捨てるとなると惜しくなってまた本棚に戻すとい
う繰り返しです。
BK ／気がつけば家が二軒にマンション四戸／山田風／洋泉社／ 2003

◇本当に子どもたちは元気で、雪が降ったとなるとサッ
と飛び出していく。
PM ／俳句朝日／朝日新聞出版・稲田眸子・岩田由美・小林篤子・中西夕紀・七田谷ま
りうす・山田真砂年／朝日新聞社／ 2001

◇このいろいろな中山間地域を多量に含む農地を開発
するとなると、どうしても効率の悪い、非常にコスト
の高い農産物ということに相なるわけでございます。
MD ／国会会議録／ 1998

となれば 1 〔接続詞/条件/〕
◇なんとか日々の生活を人並に送れる程度の経済力し
かない家は、子どもの教育に投資する力が弱い。と
なれば、家庭の経済力の差がそのまま学力の差につ
ながっていると言われても反論が困難だ
BK ／暴走する石原流「教育改革」／村上義雄／岩波書店／ 2004

◇夏頃までには１ドル＝１１５円くらいまで円安が進
むと予測されるのです。となれば、これまであまり
値上がりしてこなかった電器・精密機器・自動車な
どの輸出関連株の値上がりが期待できる。
PM ／週刊現代／週刊現代編集部／講談社／ 2004

◇このままでは次の選挙で自分たちが党の推薦候補と
なるのは無理ですし、衆議院に鞍替えしても勝てる
はずがないからでしょう。となれば、今の内に離党
して自民党に恩を売り、時期を見て自民党に入党し
ようというのが彼らの狙いではないでしょうか。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

となれば 2 〔係助詞/状況/体言〕
◇同じ文学でも歌人、俳人となればもっと年輩者が活躍
していて、六、七十歳の現役歌人なんてザラである。
BK ／京の祈り絵・祈りびと／窪島誠一郎／かもがわ出版／ 2005

◇五歳の牛若は、古くより源氏に仕えた山科のさる老
夫婦に預ってもらっており、兄二人も至って気性あ
らあらしいが、牛若となればさらにわんぱくもいい
ところ
PM ／週刊朝日／宮尾登美子・山下勝利／朝日新聞社／ 2001

◇顔写真入りの公的な身分証明となれば運転免許証か
パスポートくらいしかありませんから無いとなると、
多少不便を感じると思います。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

PM ／週刊文春／実著者不明／文藝春秋／ 2004

◇維新の風雲を生身で体験し、長命した人物となると、
まず土州の田中光顕（みつあき）をおいて他にいな
いのではないでしょうか。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

3

となると 〔接続助詞/条件/体言 節〕
◇捨てようと思って本棚から出しておいたものを、い

となれば 3 〔接続助詞/条件/体言 節〕
◇もし日本で働くとなれば、日本人のニーズに合うよ
うに仕事をし、日本人と競争しなければならない。
BK ／国際結婚／石川幸子／サイマル出版会／ 1992

◇国連決議が難しいとなれば、米国は北大西洋条約機
構（ＮＡＴＯ）構成国やオーストラリアなど同盟国
との多国籍軍を目指す選択肢もあるが、編成には苦
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労しそうで、最終的には米英両軍で攻撃する可能性
もある。

◇「おまえが生きておったとは実に驚くべきことじゃ
が、それには仔細があろう。

PN ／毎日新聞／井上卓弥・小倉孝保・佐藤千矢子・毎日新聞社／株式会社毎日新聞社／
2002

◇普段から社長と親しいお付き合いがあって個人的に
お祝いを頂いたとなれば、それはちゃんとお返しが
必要になります。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

BK ／魔界転生／山田風太郎／講談社／ 1999

◇遺伝子組み換え米とは、便利なものが増えたな。
PM ／週刊朝日／週刊朝日編集部／朝日新聞社／ 2001

◇たぶん、うちのご飯にお酢が入っているとは家族の
誰も気がついてないはず。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

とにかかわらず〔接続助詞/逆接/動詞否定表現〕
◇つまり、判決前に、新聞が クロ とか シロ と
か書き立てると、裁判官にとっては、意識すると否
とにかかわらず、それが先入観となり、あたかも公
正な世論であるかのように誤認して、引きずられる
恐れがあるということだ。

とは 2 〔係助詞/説明/体言 節〕
◇そして資本主義とは、新しい技術、新しいビジネス
の方法、新しいマーケティング戦略の登場による混
乱と痛みを通じて物質的発展を成し遂げるシステム
のことを言う。

BK ／台湾を独立させよう／遠山景久／ K ＆ K プレス／ 2005

◇地方公共団体は，事業（計画）に関与するとしない
とにかかわらず，住民とのパイプ役を努めているが，
政策的配慮から現実的な解決を指向する傾向がある
ため，絶対反対派の住民に不満を残すことがある。

BK ／悪魔の法則／ダン・Ｓ・ケネディ・池村千秋／ティビーエス・ブリタニカ／ 1999

◇微妙な配慮が隅々まで行き渡ったこのセレブレーショ
ン・ヘルスの中を歩いていると、病院とは究極のサー
ビス業、と痛感させられる。
PM ／ＢＲＵＴＵＳ／ＢＲＵＴＵＳ編集部／マガジンハウス／ 2001

WR ／環境白書／環境省総合環境政策局環境計画課長／大蔵省印刷局／ 1976

◇好むと好まざるとにかかわらず、死を受け入れなく
てはならないのです。

◇ボジョレ・ヌーボーとは「ボジョレ地区の新酒」と
いう意味。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

との〔連体助詞/内容/節〕
◇これまでならば、景気対策を優先させるべきと主張
する経団連も、政治改革法案の成立に全力をあげる
べきだとの姿勢を崩さなかった。
BK ／連立政権／草野厚／文藝春秋／ 1999

◇しかし育成会のリーダーからはしきりに「値段を下
げて欲しい」との要求が飛び出した。
PM ／日経コンピュータ／日経コンピュータ編集部／日経 BP 社／ 2003

とは 3 〔認識モダリティ文末辞/想定外/節〕
◇「こりゃあよく描けている。びっくりしたなあ、叔
母さんにこんな才があるとは。
BK ／いろはのい／河内卯一郎／東都書房／ 1988

◇

「まさか、あそこでいくとは…」誰もが予想もし
なかったアタック。
PM ／ＡＵＴＯＳＰＯＲＴ／ＡＵＴＯＳＰＯＲＴ編集部・柴田久仁夫／三栄書房／ 2004

◇近所にこんなお店があるとは…
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

◇自民党側から結党のための資金提供があったとの憶
測が流れていることに対しては「ありません」と言
下に否定した。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

とのことだ〔証拠モダリティ助動詞/伝聞/節〕
◇医師団の話では、助かるかどうか分からないとのこ
とだった。
BK ／血族／シドニィ・シェルダン・天馬竜行／アカデミー出版／ 1991

◇この望遠鏡の所有者である谷津さんも，
「これからは
インテリアとしてだけではなく，気軽な観望にも愛
用していきたい」とのことだ。
PM ／月刊天文ガイド／月刊天文ガイド編集部／誠文堂新光社／ 2002

◇一部の噂によると、ガッローネ会長はマッツァーリ監
督の発言に気分を害していたようだったとのことだ。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

とはいいながら 1 〔接続詞/逆接/〕
◇そう、
〈観る〉から〈読む〉に変わったとたん、表現
を変えないと気がすまない。だから上演台本をその
まま載せられない、載せたくない、そういう性分な
のである。とはいいながら、一個の作品だけは、上
演台本どころか、いただいた原稿をそのまま掲載さ
せてもらってある。
BK ／佐藤正宏柴田理恵の恋愛物語／佐藤正宏・柴田理恵・喰始／主婦と生活社／ 1999

とはいいながら 2 〔接続助詞/逆接/体言 節〕
◇いまとちがって、たとえば公式のパーティがあって
も、正面から入るわけにはいかない、裏口から入る。
これが当時の芸能人でした。一世を風靡したとはい
いながら、この身分差だけは、はっきりとありまし
た。
BK ／花を投げた女たち／永畑道子／文芸春秋／ 1990

とは 1 〔係助詞/主題/体言

節〕

◇東京とはいいながら、中心地などをのぞけば、まだ
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まだ江戸の面影を色濃く残していた時代である。
PM ／Ｖｏｉｃｅ／福田和也・Ｖｏｉｃｅ編集部／ PHP 研究所／ 2001

◇幾ら自由経済とはいいながら、政府なりなんなりが、
少なくとも要望なり指導なりを産業界にすべきだと
私は思います。
MD ／国会会議録／ 2001

とはいうものの 1 〔接続詞/逆接/〕
◇白内障手術は，患者さんにも術者にも負担の少ない
手術になってきました。とはいうものの，手術後に
生じるトラブルがないわけではなく，その意味では
決して「簡単」になったわけではありません。
BK ／白内障・緑内障治療とケア Q ＆ A ／廣辻徳彦／ミネルヴァ書房／ 2005

◇１歳ごろになれば、自分で食べたがる赤ちゃんもで
てきます。とはいうものの、まだ上手にスプーンを
使えないので、手づかみをしているうちに、遊んで
しまう…、ということに。
PM ／ＮＨＫすくすくネットワーク／ＮＨＫすくすく子育て編集部・村田洋子／日本放
送出版協会／ 2002

◇ついに買った羽毛布団。でも混合製品で、ダウン１
００％（純粋）というわけではない安物です。とは
いうものの、大事に使いたいところです。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

とはいえ 2 〔接続助詞/逆接/体言 節〕
◇義満として元服したとはいえ、いまだ十三歳である。
BK ／武王の門／北方謙三／新潮社／ 1993

◇真夏とはいえ３０００メートル級の朝は吐く息も白
い。
PM ／山と渓谷／内野志織・山と渓谷編集部／山と渓谷社／ 2004

◇いくらアメリカ生活が長いとはいえ、平気で畳の上
を靴で歩いたりはしません。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

とはいえども〔副助詞/極限/体言〕
◇チャットは、コミュニティとはいえども、いつでも離
脱が自由なコミュニティだ。
BK ／チャット依存症候群／渋井哲也／教育史料出版会／ 2003

◇男女平等とはいえども、やはりそれはそれ、育ち方
や生理的な違いが存在するわけですから、自然とも
のを見る視点もちがうはずです。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

とはいっても 1 〔接続詞/逆接/〕
◇重松次郎は退院した。とはいってもまだ松葉杖の助
けをかりなければ満足に歩けない。
BK ／男について／松原敏春／ TIS ／ 1990

2

とはいうものの 〔接続助詞/逆接/体言 節〕
◇ところが、日本では低成長とはいうものの、国民所
得は着実に増え、貿易黒字も拡大している。
BK ／人類みな兄弟／笹川良一／講談社／ 1985

◇営業小屋もごくわずかにかぎられる。そのぶん、避
難小屋が整備されているとはいうものの、不便なこ
とにかわりはない。
PM ／山と渓谷／藤原優太郎・山と渓谷編集部／山と渓谷社／ 2001

◇私の知る限りでは、オーケストラ部とはいうものの、
弦楽器の無い部が多いように思います。つまり、吹
奏楽です。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

とはいえ 1 〔接続詞/逆接/〕
◇親が子にさまざまな夢を描き、願いをもつのは自然
なことです。とはいえ、子どもの人生を決めてしま
うような夢や願いはどうなのでしょうか。
BK ／朝には紅顔ありて／大谷光真／角川書店／ 2003

◇カラーコーディネートは、その人の印象を決める大
切な作業。とはいえ、出かける前にそんな余裕はな
いのだが…
PN ／読売新聞／塩崎淳一郎／株式会社読売新聞社／ 2002

◇ウーロン茶も鉄分と結合してしまうので貧血の方に
はあまりおすすめできません。とはいえ、お茶禁止
はつらいでしょうから１日１杯程度なら飲んでもか
まわないと思います。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

◇技術者魂というんでしょうか、意地とプライドから
くるエネルギーがどこからか湧いてきて、結果的に
は、要求に沿ったものを作り出して、好循環を生ん
でいますね」 とはいっても、順調にすべてが進ん
だわけではない。
PM ／ＶＳ．／実著者不明／光文社／ 2005

◇今夜のお食事を紹介しまぁ〜す♪
まずは、サ
ラダ。とはいっても、たんなるキャベツ。秘伝の味噌
で食べます。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

とはいっても 2 〔接続助詞/逆接/体言 節〕
◇食事は薬になるとはいっても、薬そのものではあり
ません。
BK ／死ぬまで元気！あなたの寿命は食事で延ばせる／東畑朝子／グラフ社／ 2001

◇音楽、特にクラシックを聴くのが好きとはいっても、
ふだんは忙々の中でコンサートに行く時間もなく、レ
コードでの鑑賞に終わってしまう楽しみが、所用で
海外に出た時には、思いがけない形でナマの音楽に
触れられることがある。
PM ／週刊新潮／相沢益男・田英夫／新潮社／ 2001

◇ダイエット中とはいっても、少しは揚げ物も食べて
いいと思いますよ！
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

といわず〔副助詞/添加/体言〕
◇儒教といわず、仏教といわず、日本精神に摂取され

と
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と

たものは、その中からそれに役立つところを最もよ
く吸収している。
BK ／この国を思う／安岡正篤／明徳出版社／ 1996

◇スーパーマーケットといわず、旅先の土産物店など
でも、食べ物にはすべて賞味期限が表示してある。
PM ／俳句朝日／朝日新聞出版・遠藤若狭男／朝日新聞社／ 2005

◇しばらくして藩士とみえる若い男があらわれた。
PM ／北海道新聞／小川誠子・北原亞以子／株式会社北海道新聞社／ 2005

◇一羽だけであったが、生きているガンがうまく手に
入ったので、じいさんはうれしく思いました。 さか
んにばたついたとみえて、辺り一面に羽が飛び散っ
ていました。
TB ／国語五下大地／宮地裕・椋鳩十／光村図書出版株式会社／ 2006

とは限らない〔認識モダリティ助動詞/可能性/体言
節〕
◇「有機栽培」と表示されていても、有機野菜＝無農
薬野菜とは限らないということを知っておく必要が
あります。
BK ／農薬・添加物こうすれば安心して食べられる／北野大／主婦と生活社／ 1995

◇社会復帰による自己啓発の試みが、常に成功すると
は限らない。
PM ／週刊文春／エミ・カワグチ・マーン・内田康夫／文藝春秋／ 2002

◇報道が全て正しいとは限らない。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

とも 1 〔副助詞/例示/体言 節〕
◇幽霊というのは、生きているとも、死んでいるとも
つかない存在で、やってみると、とても辛抱しきれ
ないものである。
BK ／謎の幽霊探偵／斎藤栄／集英社／ 1998

◇恋だとも、愛だとも、名前の付かない、ユリへの愛
しさがオレを駆り立てた。
PM ／文藝／文藝編集部・山崎ナオコーラ／河出書房新社／ 2004

◇歌い、踊る彼女ならシックリいくとも、ピッタリだ
とも感じた。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

とばかり 1 〔接続助詞/様態/体言 節〕
◇梅雨の季節は天気の悪い日が多いから、チョウも活
動できる時間が短い。だから日がさすと、待ってまし
たとばかり、草むらからいっせいに飛び出してくる。
BK ／蛾蝶記／海野和男／福音館書店／ 1998

◇話し合いで福田さんに道を譲った形の大平さんは、
今度は俺の番だとばかり総裁への意欲がますます強
く、予備選挙を意識して地方での集まりには積極的
に出掛けていました。
PM ／中央公論／奥島貞雄・中央公論編集部／中央公論新社／ 2001

◇最近の韓国の動きは、被害者なら加害者に何をして
も何を言っても当然とばかり、土足で踏み込んで来
ようとしているように感じます。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

とばかりに 2 〔接続助詞/様態/体言 節〕
◇わたしは渡りに船とばかりに喜んだ。
BK ／北朝鮮の最高機密／康明道・尹学準／文藝春秋／ 1998

◇河合もその店に何度か足を運んだことがあるらしく、
待ってましたとばかりに道案内をかって出た。
PM ／小説宝石／戸井十月／光文社／ 2001

◇飲み会の時にお酒好きな方はここぞとばかりに飲む
ような気がするのですが・
・
・
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

とみえる〔証拠モダリティ助動詞/推定/体言 節〕
◇どうやら父親の自分は東大卒なのに、息子は中退と
いったことも常々、気に入らなかったものとみえる。

とも 2 〔接続助詞/条件/形容詞連用形 動詞意志形〕
◇たとえ口がきけなくとも、君がこれからなにをしよ
うとしているのか私にはわかっている。
BK ／海辺のカフカ／村上春樹／新潮社／ 2002

◇どんなに辛くとも、人生には、幸せな時も訪れる。
PM ／ａｎ・ａｎ／ａｎ・ａｎ編集部／マガジンハウス／ 2003

◇一緒に幸せになることが出来ないと悟った時、相手
の幸せを願うしかないですよね？たとえ自分が泣く
事になろうとも。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

とも 3 〔伝達モダリティ文末辞/確認/節〕
◇「私のほうでも一つだけ条件があるのですが」 「よ
ろしいですとも。うかがいましょう」
BK ／本当は恐ろしいグリム童話／桐生操／ベストセラーズ／ 1999

◇本当に良くわかっていないのか、平気なのかわから
ないのです。わかっていますとも。
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

ともあろうものが〔格助詞/主体/体言〕
◇大学理事長ともあろうものが学生にものを教わるな
んて、さかさまじゃないか。
BK ／腹鼓記／井上ひさし／新潮社／ 1985

◇やはり防衛白書ともあろうものが軍事力の比較をす
るのであれば、正しくここに説明をしておかなけれ
ばいけないんじゃないですか、どうですか。
MD ／国会会議録／ 1981

BK ／父と子のフィールド・ノート／天沼香／東京堂出版／ 2000

とも限らない〔認識モダリティ助動詞/可能性/体言
節〕
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いてみてください。
◇先輩記者は仕事ができるからといって、すべてが正
しいとも限らない。
BK ／心の扉をひらく／横内猛／誠文堂新光社／ 2002

◇中学校へと進学するうちに、噂が再燃し、真実が歪
められたものになり、どんな形で子供に伝えられる
ことになるか。それがまたいじめや差別につながら
ないとも限らない。
PM ／青春と読書／唯川恵／集英社／ 2002

◇昆布パックはしっとりするよ。でも、これは必ずし
も肌に合うとも限らないので、やるだけやって様子
を見たら？
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

ともなく 1 〔副助詞/非限定/体言〕
◇微笑みを交わしたふたりは、どちらからともなく視
線をあげた。
BK ／破界戦士／丘野ゆうじ／集英社／ 1994

◇今年の春、オープン戦で広島と顔を合わせたとき、
誰ともなくみんなが声を掛けてくれた。
PM ／週刊ベースボール／山辺恭一／ベースボール・マガジン社／ 2002

◇なにやら何処からともなく「カレーのニオイ」が漂っ
てきてます。
YB ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!／ 2008

ともなく 2 〔接続助詞/様態/動詞基本形〕
◇「なるほど、これですか」と、ぼくは誰にいうとも
なく、うなずきました。
BK ／なんで山登るねん／高田直樹／河出書房新社／ 2002

◇風邪のせいで食欲の失せた澪が、取り皿の中の前菜
やパスタを残せば、昭吾はそれを見るともなく見て、
食べやすいと思われるリゾットを小鉢に盛り、黙っ
て澪の前に置いた。
PM ／ＣＬＡＳＳＹ．／ＣＬＡＳＳＹ．編集部・小池真理子／光文社／ 2002

◇とりとめもない考えをたどりながら、さっきから朱
雀大路に降る雨の音を、聞くともなく聞いていたの
である。
TB ／国語総合／芥川龍之介・加藤周一／教育出版株式会社／ 2006

とやら 1 〔副助詞/例示/体言〕
◇今日は市庁舎の前を通って川を越え、哲学の森公園
とやらへ行くつもりだ。
BK ／実録・カトレア寮の怪／瀬川貴漆集英社／ 1998

◇もともとそういう遺伝子があったのか、それとも環
境ホルモンとやらのせいなのかはわからないが、
PM ／小説ＴＲＩＰＰＥＲ／紀和鏡／朝日新聞社／ 2003

◇抗議の手順としては、担任がだめなら、次は校長に
訴えましょう。
「学校の方針」とやらを突っ込んで聞

YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

とやら 2 〔証拠モダリティ文末辞/伝聞/節〕
◇竹本安芸守様は昨夜江戸城にて勤務中、切腹して果
てられました。わけは上様の御先祖に申しわけない
ことを身内の者がおこしたとやら、それしかわから
ぬそうでございます」
BK ／代表作時代小説／梅本育子／光風社出版／ 1995

と
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な

◇食べなければと思えば、食べられないこともない。

1

な

ないか 〔伝達モダリティ文末辞/要求/動詞未然形〕
◇どうだい、おじさんに話してみないか。きっと気持
が軽くなるとおもうんだ

BK ／極楽とんぼの飛んだ道／平岩弓枝／講談社／ 2002

◇ だが無理に入れようとすれば入らないこともない。
PM ／週刊朝日／内館牧子・東海林さだお／朝日新聞社／ 2003

BK ／魔性の季節／森村誠一／幻冬舎／ 1999

◇・
・が、頑張れば出来ないこともないようです。。
◇君、商標調査を超特急でやってくれないか。

YC ／ 2005 ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!

PM ／プレジデント／江波戸哲夫／プレジデント社／ 2004

◇外部理事は一人だけでは力になりにくい。清新な考
え方を持つ複数の人材を取り込めないか。
YB ／ 2008 ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!

ないか 2 〔認識モダリティ文末辞/判断/動詞未然形〕
◇なんだい、その絵は。小さすぎないか。もっとでっ
かくかこうよ。男なんだから」
BK ／学校の怪談／岡崎弘明／集英社／ 1995

◇それにしても楽観的すぎないか。
レ脱却の先行きは険しい。

依然としてデフ

PN ／北海道新聞／北海道新聞社／株式会社北海道新聞社／ 2004

◇「なあ、ひろし、いいかげんにきげん直せよ。しつこ
すぎないか。」お父さんは、夕食のとちゅう、ちょっ
とこわい顔になって言った。
TB ／重松清 (2006) ／国語六上創造／光村図書出版株式会社

ないじゃない〔認識モダリティ助動詞/確認/体言・動
詞・形容詞句〕
◇せっかく久しぶりに会ったんでしょう。急ぐことな
いじゃない。そちらがすんだら、わたしだってお話
うかがいたいわ。
BK ／灰色の海／草鹿外吉／光和堂／ 1994

◇「そんなこと、あなたにできるわけがないじゃない
の。課長、この仕事少し遅れても構いませんよね」
PM ／青春と読書／唯川恵／集英社／ 2002

◇株主の声が反映できないじゃないですか、取締役会
決議でこんなことをされたら。
MD ／衆議院 (1998) ／国会会議録

ないで 1 〔伝達モダリティ文末辞/要求/動詞未然形〕
◇お願い、カール、音を立てないで。
BK ／ギデオン神の怒り／ラッセル・アンドルース／講談社／ 2001

ないことには〔接続助詞/必要条件/動詞未然形〕
◇売れる本を書かないことには独立への道が開かれな
い人にとっては、一人よがりな難文を書いて自己満
足にふけっている余裕はない。
BK ／努力しだいで知性は磨かれる／渡部昇一／ PHP 研究所／ 1999

◇ダンスするのは不良だって決めつけないで。
PN ／読売新聞／津本陽／株式会社読売新聞社／ 2001

◇上の人はマイクロソフトアップデートを知らないだ
けなので、気にしないで。
YC ／ 2005 ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!

◇受話器を取ってみないことにはそれがどんな種類の
着信なのかわからないということなのだが、
PM ／すばる／岡崎祥久／集英社／ 2001

◇どんなスタ−ティングメンバ−になるのかわからな
いけど、勝たないことには、話にならない。

ないで 2 〔接続助詞/付帯条件/動詞未然形〕
◇くよくよしないで、とにかくめしを腹一杯食うこと。
それがいちばんだ
BK ／殺ったのは誰だ？
！／志水辰夫／講談社／ 1999

YB ／ 2008 ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!

◇みんな直球で勝負しないで、変化球とか、間合いの
駆け引きばかりしている。
ないことはない〔認識モダリティ助動詞/可能性/動詞
未然形〕
◇鎌倉について、もう多分知らないことはないだろう
―なんて。

PM ／文學界／布施英利／文藝春秋／ 2002

◇人の気も知らないで、よく泣くガキだ
YB ／ 2008 ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!

BK ／ QED ／高田崇史／講談社／ 2004

◇やってできないことはないけど、マウントやらミッ
ションやらハーネスやらヒジョ〜に大変な作業だし
費用もかかっちゃうゾ。
PM ／Ｏｐｔｉｏｎ／Ｏｐｔｉｏｎ編集部／三栄書房／ 2003

ないではいられない〔認識モダリティ助動詞/不可避/
動詞未然形〕
◇洪作は抗議せずにはいられなかった。抗議しないで
はいられない気持ちだった。
BK ／しろばんば／井上靖・小田切進／講談社／ 1986

◇これは政治的に決断すればやれないことはない。
MD ／参議院 (1996) ／国会会議録

◇この世に存在する一切は罪だ、と思わないではいら
れない男がいる。
PN ／毎日新聞／小池光／株式会社毎日新聞社／ 2003

ないこともない〔認識モダリティ助動詞/可能性/動詞
未然形〕

◇相手の携帯の内容すらチェックしないと心が落ち着
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かないのです。見ないではいられないのです。
YC ／ 2005 ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!

ないと〔義務モダリティ文末辞/必要/動詞未然形〕
◇「モリー、これから役所に行かないと。善後策を講
じなければなるまい」
BK ／ハリー・ポッターと炎のゴブレット／ J・K・ローリング／静山社／ 2002

◇でも「顔に触れるのですから、まずは相手に信頼さ
れないと。フレンドリーを心がけています
PM ／ＭＯＲＥ／岡本麻佑／集英社／ 2002

◇森本はまだ体ができてない。もっと筋肉つけないと。
あんなひ弱な体してたら俺がぶっ飛ばしちゃうぞ
YC ／ 2005 ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!

ないといけない〔義務モダリティ助動詞/必要/動詞未
然形〕
◇この人がいなくなるのかもしれないというのが信じ
られないんです。どちらが先か分からないんですが、
考えておかないといけない。
BK ／愛妻記／新藤兼人／岩波書店／ 2000

◇柔道をやらせてもらえるだけで、会社には感謝しな
いといけないと思っているんです
PM ／近代柔道／真鍋雅彦／ベースボール・マガジン社／ 2002

◇次のナビスコカップのガンバ戦は絶対に勝たないと
いけないし、もう失点はできないから、
YB ／ 2008 ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!

ないとならない〔義務モダリティ助動詞/必要/動詞未
然形〕
◇心臓が弱ってる。すぐに医者に診せないとならない
BK ／ウルフガイ魔界天使／平井和正／角川書店／ 1986

◇しかもひどい射ちおろしだから、充分に背を丸めて
ライフル・スコープに目を近づけないとならない。
PM ／小説すばる／大藪春彦／集英社／ 2002

◇半年間分４５０００円を２日以内に振り込まないと
ならないそうです。
YC ／ 2005 ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!

なくなる。仕方がないのでは。
YC ／ 2005 ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!

ないのではないか〔認識モダリティ助動詞/推定/体言、
動詞未然形、形容詞連用形〕
◇「裁判をやっても勝てないのではないか」という不
安のため、裁判に踏み切ることができないでいる人
が多くいると思われる。
BK ／ドキュメント医療過誤事件／千田實／本の森／ 2001

◇あのときを逃すと、二度と言うチャンスはないので
はないか、という気がしたのだった。
PN ／神戸新聞／株式会社神戸新聞社／ 2001

◇そんなに無理をする必要はないのではないかと思っ
ています。
YC ／ 2005 ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!

ないまでも〔接続助詞/期待条件/動詞未然形〕
◇ご本人が、ノウとかイエスといわないまでも、何ほ
どかの発言をすれば、詮衡に微妙な影響を及ぼしか
ねない
BK ／夕陽のペンマン／扇谷正造／騒人社／ 1989

◇確信とまでは言わないまでも、私には達成できる自
信があります。
PM ／週刊現代／週刊現代編集部／講談社／ 2004

◇地方団体に対して、勧告に至らないまでも指導助言
というものがあってしかるべきだと私は思うのであ
ります
MD ／衆議院 (1978) ／国会会議録

ながらにして〔副助詞/同時並行/動詞連用形〕
◇生きながらにして死んだ人のようになる
BK ／算命学について／野木空遊／ブイツーソリューション／ 2005

◇１１月〜２月限定の宅配便。いながらにして旬の味
が楽しめる。
PM ／女性自身／大泉清・他／光文社／ 2001

◇フロイトは人は生まれながらにして、性的衝動を持っ
ていると言っている。
YB ／ 2008 ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!

ないのでは〔認識モダリティ文末辞/推定/体言、動詞
未然形、形容詞連用形〕
◇押し入れをまめに掃除しているという人はそんなに
多くないのでは。でも、ただでさえカビが生えやす
い場所なので、
BK ／最強のお掃除テキスト／城石眞紀子／扶桑社／ 2000

◇今回の「Ｇｏｉｎｇ Ｏｖｅｒ」ではヘヴィなブレ
イクを鳴らすことにしか関心がないのでは、と思え
るほどだ。
PM ／ｂｌａｓｔ／古川耕／シンコー・ミュージック／ 2003

◇選手はファンサービスが少なすぎる。だから客が来

ながらも〔接続助詞/逆接/体言、形容詞連体形、動詞
連用形〕
◇ 細身ながらも大きく盛り上がっている乳房。
BK ／若妻めぐり／村咲数馬／廣済堂出版／ 2005

◇松下はさまざまな危難に遭いながらも、事業を拡大
していく。
PM ／Ｖｏｉｃｅ／福田和也／ PHP 研究所／ 2001

◇小さいながらも庭があります。日当たりも良いので、
今はやり？のガーデニングにチャレンジしてみよう

な

97
と思っています。「
YC ／ 2005 ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!

な

なくして〔格助詞/否定条件/体言〕
◇健康こそ万人の富の源泉である。健康なくして幸福
は不可能だ。
BK ／巨泉／大橋巨泉／講談社／ 2000

◇つまり共同声明の日本語自体を変えていくというこ
とはこれはソ連側の了解なくしてできないことでご
ざいます
MD ／参議院 (1991) ／国会会議録

なくしては〔格助詞/否定条件/体言〕
◇タンパク質なくしては生物は生きていくために必要
な物質もエネルギーもつくれず，生きられない．
BK ／生物を知るための生化学／榎並勲／丸善／ 1999

◇消防団の活躍なくしては消防行政の十分な遂行は考
えられないと言っても過言ではない。
WR ／消防白書／総務省消防庁／大蔵省印刷局／ 1981

◇電気通信技術の発達なくしては今後の国民生活の向
上あるいは社会経済の発展ということも見込めない
ことは当然でございます
MD ／参議院 (1985) ／国会会議録

なくて 1 〔接続助詞/理由/体言、用言連用形〕
◇今日は四郎殿が居なくて、淋しくはないか？
BK ／木曽義仲／山田智彦／日本放送出版協会／ 1999

◇自分ではどうしようもなくて、医療機関を受診した
ところ、ナルコレプシーと診断されました
PM ／ＮＨＫきょうの健康／角谷寛／日本放送出版協会／ 2002

◇なかなか子供ができなくて、まわりからプレッシャー
かけられて、

◇あとは予算内で、それでも妥協せずにできるだけい
いものを探して。リビングは何より、気持ちいい場
所にしなくては。
MP ／ＥＬＬＥＤＥＣＯ／エル・デコ日本版編集部／アシェット婦人画報社／ 2001

◇今はわりと高齢で出産される方も多いので、確かに
気をつけなくては、と思いました。
YC ／ 2005 ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!

なくてはいけない〔義務モダリティ助動詞/必要/動詞
未然形〕
◇もしまだ不充分であったら、会議が始まる前に準備
を整えなくてはいけない。
BK ／生き生きガイドブック／小出繁美／文芸社／ 2001

◇成功を手にする女性はセクシーでなくてはいけない
時代らしい。
PM ／週刊文春／エミ・カワグチ・マーン／文藝春秋／ 2002

◇確定申告すれば返ってきますよ。源泉徴収表を入手
しなくてはいけないので、早めに前の会社にお願い
しておいては？
YC ／ 2005 ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!

なくてはならない〔義務モダリティ助動詞/必要/動詞
未然形〕
◇われわれは己を知り敵を知らなくてはならない。
BK ／伝記児童文学のあゆみ／石川淳・他／ミネルヴァ書房／ 1999

◇事業が失敗するおそれがあるときには、政策決定者
に対して正確な情報を提供し、警告を発しなくては
ならない。
PM ／文藝春秋／加藤秀樹／文藝春秋／ 2001

◇指導者はつとめてみずからの徳性を高めなくてはな
らない。
YB ／ 2008 ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!

YC ／ Yahoo!知恵袋 (2005) ／ yahoo!

なくて 2 〔接続助詞/並列/体言、用言連用形〕
◇大蔵省は単に日本のトップというだけではなくて、世
界のトップなんです」とまで反町はほざいているが
BK ／官僚国家=日本を斬る／佐高信／講談社／ 2000

◇僕は、野球の名門校じゃなくて、地元の公立高校の
出身だったものですから
PM ／Ｖｏｉｃｅ／吉田敦也／ PHP 研究所／ 2002

◇実は、まだ、聞いたことなくて、このときが初聞き
・
・
・
・
・
（汗）

なくはない〔認識モダリティ助動詞/可能性/動詞未然
形、体言〕
◇そうした経路は長期的には考えられなくはない。
BK ／構造改革論の誤解 ／野口旭／東洋経済新報社／ 2001

◇教信の実在を知っていた可能性もなくはないが、この
保胤の書から「教信説話」が大々的に展開していく。
PN ／／神戸新聞／株式会社神戸新聞社／ 2004

◇今後の議論の先取り的な、既成事実づくりというふ
うにも理解できなくはないと私は思うんですよ。
MD ／衆議院 (2005) ／国会会議録

YB ／ 2008 ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!

なくては〔義務モダリティ文末辞/必要/動詞未然形〕
◇とりあえず、警察に連絡をしなくては。忘れていた…
受付に電話があるから、わしが警察を呼んでこよう
BK ／バラ迷宮／二階堂黎人／講談社／ 2000

なくもない〔認識モダリティ助動詞/可能性/動詞未然
形、体言〕
◇お世辞にも美人とは言えなかったが、大きな目と上
を向いた鼻が可愛いと言えなくもない。
BK ／アジアの真心／株式会社ネオテック／小学館／ 2001

◇今のトヨタが 幕下

とは、なんともイヤみな発言
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に聞こえなくもないが、これは紛れもなく「トヨタ
の挑戦状」と受け取っていいんじゃないか？
PM ／週刊プレイボーイ／週刊プレイボーイ編集部／集英社／ 2001

◇サイドカバー外さなくても、根性で車体の下から手
を入れてＣＤＩを交換することもできなくもないで
す。

ムランを狙わなければならない時もある。
PM ／週刊プレイボーイ／小笠原道大／集英社／ 2002

◇少なくとも京都会議の議長国としてやったからには、
率先してこれは批准をしていかなければならない国
際的な信用の問題だ
MD ／衆議院 (1998) ／国会会議録

YC ／ 2005 ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!

なければ〔義務モダリティ文末辞/必要/動詞未然形〕
◇それでも改心しない人間は抹殺しなければ。と、そ
んな感じなのだ。
BK ／言論の不自由？
！／鈴木邦男／筑摩書房／ 2000

◇ようやく患者が笑顔を浮かべてくれた。私は少し安
心して、部屋を出る。急がなければ。回診はまだ終
わらない。
PM ／週刊現代／週刊現代編集部／講談社／ 2003

◇自分も含めて環境問題を再度考えなければ。
YB ／ 2008 ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!

なければいけない〔義務モダリティ助動詞/必要/動詞
未然形、形容詞連用形〕
◇歌手は夢を与えなければいけない、夢そのものでな
ければいけない、
BK ／夫と妻／永六輔／岩波書店／ 2000

◇主治医からは裁判を起こして戦える体調ではない、
と言われています。このまま泣き寝入りしなければ
いけないのでしょうか？

なければなるまい〔義務モダリティ助動詞/必要/動詞
未然形、形容詞連用形〕
◇孫もかわいいだろうけれど、一定の距離をおいて接
しなければなるまい。
BK ／空想列車／阿刀田高／角川書店／ 1992

◇そうなれば問題解決は遅れるばかりだということを
肝に銘じなければなるまい。
PN ／朝日新聞／朝鮮日報社／朝日新聞社／ 2002

◇生産者団体等とも十分協議をして、来年度の対策を
考えていかなければなるまいと考えております。
MD ／衆議院 (1988) ／国会会議録

なの 1 〔伝達モダリティ文末辞/疑問/体言〕
◇ 「えーっ、そんなに前からなの、あの二人」
BK ／これは王国のかぎ／荻原規子／理論社／ 1993

◇月夜のお母さんを下の名前で呼ぶなんて。一体誰な
の、この人は。
PM ／コバルト／片山奈保子／集英社／ 2004

◇創価との平和対談って何なの。説明してよ池田先生
YB ／ 2008 ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!

PM ／婦人公論／渥美雅子／中央公論新社／ 2001

◇こういう意思判断をするのは、そもそも政府全体で
意思決定をしなければいけない。
MD ／衆議院 (2005) ／国会会議録

なければだめだ〔義務モダリティ助動詞/必要/動詞未
然形、形容詞連用形〕
◇棚の最上段には手が届かない。椅子に上らなければ
だめだ。

なの 2 〔伝達モダリティ文末辞/確認/体言〕
◇彼女、フランス語はだめなの、あなたと同じね、
BK ／ラブ・アクチュアリー／リチャード・カーティス／竹書房／ 2004

◇わたしは植物の世話が、へたなの。農家育ちのくせ
にね」
PM ／群像／岩橋邦枝／講談社／ 2001

◇貴方が幸せなら、それが自分の幸せなの。
YB ／ 2008 ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!

BK ／きみに捧げるラブレター／仁嶋いずる／ハーレクイン／ 2004

◇全体を束ねることのできる人たちが減ってきている
ことを、役所はもっともっと心配しなければだめだ
PM ／読売新聞／読売新聞東京本社／読売新聞社／ 2005

◇生態系丸ごと保全しなければだめだという批判的な
御意見はもっともだと思いますけれども
MD ／衆議院 (2002) ／国会会議録

なのだ〔認識モダリティ助動詞/判定/体言〕
◇女もそうだけど、男ってホントに繊細な生き物なの
だ。
BK ／横森理香の恋愛指南／横森理香／マガジンハウス／ 1999

◇最近は将来のことまでとても考えられない。ただそ
の日その日を暮らしていくので精一杯なのだ。
PM ／本の旅人／内田春菊／角川書店／ 2004

なければならない〔義務モダリティ助動詞/必要/動詞
未然形、形容詞連用形〕
◇次のいずれかに当てはまる人は，確定申告をしなけ
ればならない

◇今も昔も、やっぱり子供というものは好奇心の塊な
のだ。
YB ／ 2008 ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!

BK ／新金融・証券課税／鈴木康雄／税務経理協会／ 2004

◇１点が欲しい場面では率も求められるし、逆にホー

なので〔接続詞/理由/〕

な
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◇新装開店または口コミで人気が出ている店は、開店
直後から混んでくる。なので、これらの取材は、客
が入ってくる前に済ませなくてはならない。
BK ／眠る体温／麻生玲子／ムービック／ 2003

な

◇私たち夫婦は共働き、職場は別々。なので私のビジ
ネス付き合いの相手には、年賀状でいいと思うの。
PM ／女性自身／近藤珠実／光文社／ 2003

◇あなたが購入したＰＣに入ってないだけです。なの
でインストールしたいのなら購入するしかないでし
ょう。
YC ／ 2005 ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!

なのに〔接続詞/逆接/〕
◇家を継ぐのは、康明か英明しかない。なのにそれが両
方とも死んじまって、このままじゃあ血統が絶える。

◇質問者さんの場合「２次会から」となっているので
披露宴もあるということですよね。ならば派手目が
良いかも。
YC ／ Yahoo!知恵袋 (2005) ／ yahoo!

並びに〔接続助詞/並列/体言、動詞連用形〕
◇パリ協定によって裏付けられたベトナム人民の勝利、
並びにラオスに関する協定と議定書によって裏付け
されたラオス人民の勝利
BK ／資料体系アジア・アフリカ国際関係政治社会史／浦野起央／パピルス出版／ 2002

◇乗鞍地区及び立山地区並びに富士箱根伊豆国立公園
富士山地区について対策の充実強化を図る。
WR ／環境白書／環境省総合環境政策局／大蔵省印刷局／ 1976

◇ご冥福をお祈り、並びにお見舞い申し上げます。
YB ／ 2008 ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!

BK ／黒祠の島／小野不由美／祥伝社／ 2001

◇ファッションや趣味はもちろん、人生に対するスタ
ンスもまるで違う。なのに、不思議と息の合うこと
が多いはず。
PM ／ａｎ・ａｎ／ａｎ・ａｎ編集部／マガジンハウス／ 2002

ならでは〔副助詞/独特/体言〕
◇美しい自然がはぐくんだ山の幸を、その土地ならで
はの味付けで頂こう。
BK ／部屋まで選ぼう癒しの温泉宿百選／エクスメディア／エクスメディア／ 2000

◇そんな伊賀さんに、街を探検するつもりで銀座なら
ではの専門店を訪れ、ナビゲートしてもらった。
PM ／ＰＯＰＥＹＥ／ POPEYE 編集部／マガジンハウス／ 2002

◇こういうことが出来るのも、列車の選択肢が豊富な
豊橋〜大垣間ならでは。
YB ／ 2008 ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!

なりに〔副助詞/立場/体言〕
◇私は私なりに、人間を愛し、虐げられた弱者を愛し、
力になってゆきたいと思ったのです。
BK ／三鷹事件／片島紀男／日本放送出版協会／ 1999

◇行政なりに、防止策を真剣に模索している。まず、そ
のメッセージが発信されなければならない。
PN ／／河北新報／株式会社河北新報／ 2003

◇ドラえもんとかポケモンって、海外でもそれなりに、
評価されてるのをＴＶとかで見た事あるけど、
YC ／ 2005 ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!

何となれば〔接続詞/根拠/〕
◇是から其力がどうなつて行くかといふことは、大き
な問題とならざるを得ない。何となれば今はもう昔
の通りで無いからである。
BK ／柳田國男全集／柳田國男／筑摩書房／ 2003

ならば 1 〔接続助詞/条件/体言、用言終止形〕
◇それが本当ならば、実情をきちんと説明し、それに
どう対処するか対策も示すべきでした
BK ／これならわかる日本経済入門／山田伸二／東洋経済新報社／ 2000

◇営業力のないメーカーならば、すぐに行き詰まると
ころであるが、松下はその辺はまったく違って
PM ／Ｖｏｉｃｅ／福田和也／ PHP 研究所／ 2001

◇理屈で考えるならば、当然でしょう。
YC ／ Yahoo!知恵袋 (2005) ／ yahoo!

ならば 2 〔接続詞/理由/〕
◇それは教師の役目。ならば私は自分の職務を全うし
よう。
BK ／もう君を探さない／新野剛志／講談社／ 2003

◇ライン際を駆け上がるシーンは希。ならば中村俊輔
（２３）を使った方がマシ。
PM ／スポーツフライデー／杉山茂樹／講談社／ 2002

◇セールスマン教育が行われているかと存じます。何
となれば、セールスマンの良否がその商売の成功、
不成功を決定する
MD ／衆議院 (1976) ／国会会議録
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に
にあたって〔格助詞/状況/体言、動詞基本形〕
◇四十五歳の誕生日を迎えるにあたって、今後、十年
間かけて達成するべき三つの目標を設定しました。
BK ／一風堂五輪書／河原成美／致知出版社／ 2004

◇速水の専務就任にあたっては、当時の日銀総裁・前
川春雄と同社との間で「近い将来、速水を社長にす
る」との密約が交わされた
PM ／現代／有森隆／講談社／ 2004

◇回答するにあたって、住所氏名を必須としていると
ころはあります。
YC ／ 2005 ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!

にあたり〔格助詞/状況/体言、動詞基本形〕
◇最後に本書の出版にあたり、大変お世話になった集
英社の皆さんにお礼を申し上げたい。
BK ／安心報道／林英夫／集英社／ 2000

◇テレワークの普及にあたり、仕事を発注する企業等
とテレワーカーをつなぐマイクロビジネスエージェ
ントと呼ばれる組織が生まれてきている。
WR ／国民生活白書／内閣府国民生活局／ぎょうせい／ 2002

◇有限会社を興すにあたり資金は大体いくら位あれば
いいのでしょうか？
YC ／ 2005 ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!

にあって〔格助詞/立場/体言〕
◇食料危機が予測される事態にあって，食料など生き
るうえで不可欠のものは，なによりもまず，自分で
つくるという自律的な思想に立たなければならない．
BK ／食料社会的自給のプラン／大嶋茂男／大月書店／ 1999

◇ユニクロは、デフレ下の日本にあって、まさにひと
り勝ちの状態だ。
PM ／ＡＥＲＡ／ＡＥＲＡ編集部／朝日新聞社／ 2001

◇大敗のチームにあって、石原のバットが光った。
YB ／ 2008 ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!

にあっては〔係助詞/主題/体言〕
◇かつての上流階級であった両班にあっては、いかに
金を稼ぐかよりも、いかに惜しみなく金を使えるか
が彼らの甲斐性であったし、
BK ／新スカートの風／呉善花／角川書店／ 2000

◇母子家庭や寡婦にあっては，母親自らが生計の中心
者であり，また子や家族の養育者であるという重い
責任を担い，
WR ／厚生白書／厚生労働省政策統括官／大蔵省印刷局／ 1976

◇それで閣内にあってはまたどういうようなお考えで
ありますか、ひとつお聞かせしていただきたいと思

います。
MD ／衆議院 (1985) ／国会会議録

にあらず〔認識モダリティ助動詞/否定/体言、動詞基
本形〕
◇いかに人間はパンのみにて生きるにあらずとはいえ、
路頭に迷いかねないこの悲惨な現実はぜひ改善され
ねばなりません。
BK ／可能性としての「在日」／李恢成／講談社／ 2002

◇ガラス張りの明るい店内に吸い寄せられるように列
に並ぶのは女性だけにあらず。
PM ／エコノミスト／小田公美子・阪倉宏志／毎日新聞社／ 2001

◇球界の盟主は既に読売にあらずってことが、ようや
くバカでも理解できたところは僅かだが進歩だな
YC ／ 2005 ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!

に至って〔格助詞/到達点/体言〕
◇その日の午後に至って、ついに待ち切れなくなり、上
田城に再び使者を使わすことにした。
BK ／戦国大乱／津野田幸作／学習研究社／ 2002

◇年少少年は，昭和４０年代の前半においては，検挙
人員，人口比とも逐年減少傾向にあったが，４５年
に至って増勢に転じ，５０年には４万８，４２４人
と前年より若干増加した。
OW ／犯罪白書／法務省法務総合研究所／大蔵省印刷局／ 1976

◇戦国時代には武士も主君を平気で見限ったのだが、
徳川期に至って、徹底的な身分差別の上に政権が長
期化した。
OC ／ Yahoo!知恵袋 (2005) ／ yahoo

に至っては 1 〔副助詞/極限/体言〕
◇石川啄木に至っては、妻子を東京に呼び寄せるため
に、朝日新聞に記者として勤務しながら、短歌をあ
ちこちの雑誌に懸命に売った。
BK ／口きかん／矢崎泰久／飛鳥新社／ 2003

◇ＤＮＡチップに至っては、生き残れるのは世界で５
社ともいわれる。
PM ／経済界／経済界編集部／経済界／ 2002

◇中国株が減速。ベトナム株に至っては急降下してい
るいま、
「ＶＩＳＴＡ」の次と目されるのが「ＭＥＤ
ＵＳＡ」。Ｍのマレーシア、Ｅのエジプト、ＤＵは
ドバイ、ＳＡのサウジアラビアの頭文字をとったも
のだ
OY ／ Yahoo!ブログ (2008) ／ yahoo

に至っては 2 〔接続助詞/到達/動詞基本形〕
◇前祝いにと、わたしの杯に酒を注ぐに至っては、さ
すがの楽天家のわたしもあわててしまった。
BK ／木に挨拶をする／内海隆一郎／筑摩書房／ 1992

◇腹いせに司法に対していわれなき中傷をするに至っ

に
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ては、言語道断、語るに落ちたと言わなければなり
ません。
MD ／衆議永 1986)) ／国会会議録

に

に至り〔格助詞/到達点/体言〕
◇中の平村、天酒村、大赤沢村を結ぶ道は、いずれも
険しい山道で、夕刻五時ころに至り、ようやく小赤
沢村に到着しました。
BK ／北越雪譜物語／田村賢一／新潟日報／ 2004

◇国内の有利な経済条件，政策努力を背景にめざまし
い経済発展を遂げてきたが，最近に至り，高いイン
フレをはじめとする種々の国内経済問題が顕在化し
ている。
OW ／通商白書／経済産業省通商政策局／大蔵省印刷局／ 1979

◇自動車事故の発生件数は、昭和四十四年をピークと
して減少の一途をたどっておりましたが、近年に至
り再び増加の兆しを見せ始め、
OM ／国会会議録 (1981) ／第 094 回国会／衆議院

に至るまで〔格助詞/領域/体言〕
◇平安時代以降、現在に至るまで、天皇はまさに万世
一系であって、常に天皇の地位を保ってきました。
BK ／やっぱり邪馬台国は九州にあった／堂本ヒカル／鳥影社／ 2001

◇出発地と目的地を指定することで、そこに至るまで
の経路と距離などを表示する。
PM ／週刊朝日／金子達仁／朝日新聞社／ 1905

◇せっかくできた団地ですから、やはり子や孫の代に
至るまで、ああ、いい団地だったと言われるように
最後まで公団が責任を持っていくという熱意が必要
だろうと私は思っております。
OM ／国会会議録 (1986) ／衆議院予算委員会第八分科会

において〔格助詞/立場/体言〕
◇日本の近代建築の歴史において、大正期ごろまでは
住宅の設計などは建築家のやるべき仕事とは考えら
れてこなかったことは事実である。
BK ／住宅戦争／布野修司／彰国社／ 1989

◇一致団結して民主主義自由平和主義に徹底して世界
の文化繁栄に寄与せんとする国民の決意を、私は国
民の名において世界に表明したい (吉田茂）
PN ／朝日新聞社／朝日新聞朝刊／／ 2001

◇すべての場合において、
「値引き交渉」が目的である
ことも多いものです。
OC ／ Yahoo!知恵袋 (2005) ／ Yahoo!

に応じ〔格助詞/対応/体言〕
◇同社はこの要求に応じ、日本アムウェイを店頭公開
させた。
BK ／カルト資本主義／斎藤貴男／文藝春秋／ 2000

◇顧客の価格重視に応じ、週単位での値下げも辞さず
PM ／日経コンピュータ／日経コンピュータ編集部／日経 BP 社／ 2003

◇今般の改正は、その時々の状況に応じ、いわば緊急
避難的に適切な措置を講じ得る枠組みを整備するた
めに必要最小限の修正と考えております。
MD ／国会会議録 (1998) ／第 142 回国会／衆議院

に応じて〔格助詞/対応/体言〕
◇わが国の医療保険と年金保険は、その時々の時代の
要請に応じて、未適用者を対象として制度を創設し、
適用拡大を図ってきた。
BK ／社会保障論／山—泰彦／全国社会福祉協議会／ 2002

◇事業者の事業活動が原因となると認められる程度に
応じて、事業者に当該公害防止事業費の全部又は一
部を負担させることを定めたものである。
OW ／環境白書／環境省総合環境政策局環境計画課長／大蔵省印刷局／ 1987

◇基本的に非常勤さんの給料は時給となっています。仕
事の能力に応じてある程度は時給も増えますが、大
きく上がっていくことはありません。
OC ／ Yahoo!知恵袋 (2005) ／ Yahoo!

におかれましては〔係助詞/主題/体言〕
◇おはようございます、王太子さま。殿下におかれま
しては、ごきげんうるわしゅう。
BK ／双頭の鷲／佐藤賢一／上／ 2001

◇末筆ながら皆様におかれましてはご自愛くださいま
すようお祈り申しあげます。
PM ／週刊現代／週刊現代編集部／講談社／ 2004

◇政府におかれましては、今後とも中小企業振興のた
めの諸施策を一層拡充強化していただきますようお
願いを申し上げまして、私の意見陳述を終わらせて
いただきます。
MD ／国会会議録 (2004) ／第 159 回国会／参議院

における〔連体助詞/限定/体言〕
◇本作りにとって重要なこれら二つの要素の組合せを
見ることによって、我々はイスラム文明における出
版の性格をうかがうことができるだろう。
BK ／紙と羊皮紙・写本の社会史／箕輪成男／出版ニュース社／ 2004

◇極限状態における人間の心理を描き出した作品。
PN ／北海道新聞・朝刊／北海道新聞社／株式会社北海道新聞社／ 2003

◇平成十四年度における公債の発行の特例に関する措
置等を定めようとするものであります。
MD ／国会会議録 (2002) ／第 154 回国会／参議院

に及ばない〔義務モダリティ助動詞/不必要/動詞終止
形〕
◇出たくなければ出るに及ばない
BK ／ガラマサどん／佐々木邦／講談社／ 1996
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に及び〔格助詞/到達点/体言、動詞基本形〕
◇真面目な少年であっても、長ずるに及び、段段、世
馴れしていって、冗談も知り、それが世の中の潤滑
剤にもなり、少々の悪も許容するような人間が出来
上ってゆくのだが
BK ／新選組斬人剣／早乙女貢／講談社／ 1993

◇激しい攻撃性が突出。殺害に及び、その衝撃で解離
状態が生じ、遺体を損壊した
YB ／ 2008 ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!

に及んで〔格助詞/到達点/体言、動詞基本形〕
◇そこの息子さんが長ずるに及んで作家となった。
BK ／定年なし、打つ手なし／小林信彦／朝日新聞社／ 2004

◇この期に及んで試した新布陣も、結局失敗に終わっ
た。
PM ／スポーツフライデー／杉山茂樹／講談社／ 2002

◇フォークが登場するに及んで、ようやくヨーロッパ
の人々も手づかみの手食から脱出することになりま
した
YC ／ Yahoo!知恵袋 (2005) ／ yahoo!

るとのことである
BK ／ 2001 ／阿部謹也／日本人の歴史意識／松野純孝

◇大体規模も同じような、面積も似たようなところで
あるにかかわらず、かなり職員数に差があるところ
も一ありますし、
MD ／衆議院 (1978) ／国会議事録

に限って〔副助詞/限定/体言〕
◇不思議なもので、体調のいいときに限って、仕事の
注文がいっぱいくる。
BK ／ビジネスマンのための宮本武蔵五輪書／谷沢永一／幻冬舎／ 2003

◇「今日こそはキメたい！」そんな勝負したい日に限っ
て、気持ちが空回りして大失態！
PM ／ SAY ／青春出版社／青春出版社／ 2002

◇休日に限って、体調が悪くなります
YC ／ 2005 ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!

に限らず〔副助詞/非限定/体言〕
◇自己管理ができるかできないかで、ビジネスに限ら
ずあなたの人生そのものが大きく左右されます。
BK ／サラリーマンなんか今すぐやめなさい／堀紘一／ビジネス社／ 2004

に代えて〔格助詞/代替/体言〕
◇あとがきに代えて、
BK ／武田勝頼の正室／阿井景子／講談社／ 1999

◇電子レンジについては，型式指定に代えて，６０年
中に自己認証制度を導入することとしている。
WR ／通信白書／総務省情報通信経済室／大蔵省印刷局／ 1985

◇ペトリッチに代えてラキティッチが先発。クラニチャ
ルがトップ下に入り、ラキティッチは左サイド。オ
リッチ１トップ気味の、４‐４‐１‐１の布陣に変
更した様子。
YB ／ Yahoo!ブログ (2008) ／ Yahoo!

にかかわらず 1 〔格助詞/無関係/体言〕
◇金持ちとか貧乏人とかにかかわらず、
「よそとうちは
違うんだ」とはっきりいわなきゃ駄目だよ。
BK ／だから私は嫌われる／ビートたけし／新潮社／ 1991

◇最近では、性・年齢・収入にかかわらず、一年の命
の値段は等しいと考えることが一般的となってきて
いる。
PN ／読売新聞／読売新聞医療情報部／株式会社読売新聞社／ 2001

◇社会保障制度の改革ということは、好むと好まざる
とにかかわらず、どうしてもやらなきゃならない現
象だということ、これが第一の示唆でございます。
MD ／ 1984 ／国会会議録／参議院

にかかわらず 2 〔接続助詞/逆接/節、体言〕
◇他の地域から嫁として来た女性達は共同体規制があ
るにかかわらず、この島の住みやすさを評価してい

◇初期の作品に限らず彼の絵にはスピードもリズム感
もあって、どう並べてもそれぞれの場面をつなげて
物語がつくれそう。
PM ／芸術新潮／鈴木理策／新潮社／ 2005

◇これは国鉄に限らずどの企業であっても管理者側と
してはごく当然なことだと思います。
MD ／参議院 (1986) ／国会会議録

に限り〔副助詞/限定/体言〕
◇その届出を受理した日から１４日以内に限り、その
届出をした者に対して、施行方法に関する計画の変
更を命ずることができる（９条４項）。
BK ／ Q ＆ A 土壌汚染対策法解説／平田厚／三省堂／ 2003

◇アンテナショップの運営を希望する企業を募り、開
店から３年間に限り、家賃相当分の費用を県が補助
している
PM ／毎日新聞／亀井宏昭／株式会社毎日新聞社／ 2004

◇空席がある場合に限り、車内で車掌から車内発券を
受けることで利用できるが、予め乗車前に購入する
ことが推奨される。
YB ／ 2008 ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!

に限る〔義務モダリティ助動詞/必要/動詞基本形〕
◇とにかく先行して、時間の貯金をしておくに限る。
だからといって、一人で走りきるのは体力を無駄に
消耗するだけだ。
BK ／銀輪の覇者／斎藤純／早川書房／ 2004

◇安くて沢山売れるものを見つけて早く投資するに限

に
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るんだ。
YB ／ 2008 ／ Yahoo!ブログ／ yaqhoo!

に

にかけ〔格助詞/範囲/体言〕
◇その前年十月から十一月にかけ、彼はモスクワを極
秘に訪問し、スターリンと会見していた。
BK ／國破れてマッカーサー／西鋭夫／中央公論社／ 1998

◇九月下旬から十月上旬にかけ、同工房が同校のほか、
本山南小（東灘区）と押部谷小（西区）にボランティ
アで出張する。
PN ／神戸新聞／株式会社神戸新聞社／ 2005

◇国立天文台は、流星群の観測に適した１１日夜から
１５日明け方にかけ、「夏の夜、流れ星を数えよう」
キャンペーンを実施する。
YB ／ 2008 ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!

◇犬の散歩にかこつけては玲児さんに会いに行くのが
やっとだった。
BK ／芸人女房伝／島崎恭子／集英社／ 1988

◇私は食べものにかこつけて懐しんでみせた。
PM ／群像／岩橋邦枝・他／講談社／ 2001

◇結局何かにかこつけて飲みたいのよね
YB ／ 2008 ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!

に関し〔格助詞/対象/体言、節〕
◇戸籍の移動に関し、開発区に多額の金銭を払わなけ
ればならない規定がある。
BK ／上海の職場人間学／辻誠／蒼蒼社／ 2001

◇訪朝に関し、祖父の岸元首相、父の安倍晋太郎元外
相の影響を受けたのか。
PM ／週刊現代／週刊現代編集部／講談社／ 2002

にかけて〔格助詞/範囲/体言〕
◇インターネットの発展は、九八年から九九年にかけ
て、 ｐｅｒｓｏｎａｌ ｃｏｍｐｕｔｉｏｎ の段
階から、 ｉｎｔｉｍａｔｅ ｃｏｍｐｕｔｉｎｇ
の段階にまで発展し、

◇このエイズの報道に関し、あるいは今回のこの法案
に関して、自分たちを守るための法律ではないとい
う認識が余りにも広く行き渡り過ぎている。
MD ／衆議院 (1988) ／国会会議録

BK ／エコマネーの新世紀／加藤敏春／勁草書房／ 2001

◇資料によると、明治中期から大正前期にかけて、
「百
人切り」「千人切り」「百人抜き」「千人抜き」が流
行った（！）そうです。

に関して〔格助詞/対象/体言、節〕
◇ 霊長類は一般に匂いに関しては鈍感であり、ヒト
は特異な存在だとも言われる。
BK ／動物たちのとんでも恋愛術／今泉忠明／学習研究社／ 2001

PM ／本の旅人／鴻上尚史／角川書店／ 2004

◇時雨（しぐれ）…秋の末から冬の初めにかけて、ぱ
らぱらと通り雨のように降る雨。

◇女子が職業生活と家庭生活とを両立させていけるか
どうかに関しては、家庭内における男女の役割分担
もかなり影響すると思われる。

YC ／ 2005 ／ Yahoo!知恵袋 Yahoo!

WR ／労働白書／厚生労働省／日本労働研究機構／ 1991

◇この件に関して、皆様のご意見を賜りたく存じます
にかけては〔副助詞/特立/体言〕
◇林冲は、闘うことにかけては、いつも貪欲だった。

YC ／ 2005 ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!

BK ／水滸伝／北方謙三／集英社／ 2004

◇読むことにかけては天才的とも言える集中力と愛を
示し

に関する〔連体助詞/対象/体言〕
◇この情報収集に関するアンケート調査を事前に頼み、
その了解を得てから、数日後に実際の調査をする。

PM ／朝日新聞／堀江敏幸・山形浩生／朝日新聞社／ 2003

◇平素から有事を想定し訓練し、国を守ることにかけ
ては命をかけるという、

BK ／即戦力の心理話術／齊藤勇／青春出版社／ 2001

◇内閣府は二十六日、「公的年金制度に関する世論調
査」を発表した。
PN ／読売新聞／北野正樹／株式会社読売新聞社／ 2003

にかけても〔副助詞/決意/体言〕
◇母は名誉にかけても、僕に立派な教育を受けさせた
がった
BK ／再会は命がけ／井上万里／ハーレクイン／ 2005

◇アメリカは面子にかけても、ビンラディン氏と最高
指導者オマル師の２人を拘束か死亡を確認するまで
攻撃を続けることになります。

◇採用試験に関するいろいろな事項の中でこれがどう
かということは個別認定だ
MD ／衆議院 (2003) ／国会会議録

に決まっている 1 〔証拠モダリティ助動詞/確信/体言、
用言終止形〕
◇小屋には誰もいないだろうし、みいちゃんはどうせ
霊安室へ遊びにいって、留守に決まっている。

PM ／女性自身／女性自身編集部／光文社／ 2002

BK ／へのへの夢二／久世光彦／筑摩書房／ 2004

◇
にかこつけて〔副助詞/口実/体言〕

あの女がまた出てきた―。

無論、偶然に決まっ
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ている。長年刑事をしていると、こういうことはあ
るものなのだ。
PM ／週刊プレイボーイ／週刊プレイボーイ編集部／集英社／ 2002

◇私は東京は負けるに決まっていると言っている。あ
なた都知事じゃないですかと。おれは負けたら国を
告訴すると言っているんです。
MD ／参議院 (2002) ／国会会議録

に決まっている 2 〔認識モダリティ助動詞/当然/体言、
用言終止形〕
◇もちろん、営業力はあったほうがいいに決まってい
る。
BK ／ 田舎 社長の成功経営術／鶴蒔靖夫／ IN 通信社／ 2003

◇北朝鮮に関する機密処理は、一個人の問題ではなく、
国家の大事に決まっているのに、外務省のお粗末な
認識には呆れてしまいます。

会話としてのボキャブラリーが少なくなりがちで
PM ／ＳＡＹ／匠英一・他／青春出版社／ 2005

◇他メーカ機種に比べて非常に安いのです。
YC ／ 2005 ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!

に際し〔格助詞/状況/体言、動詞基本形〕
◇賀川豊彦全集第八巻（貧民心理の研究、精神運動と
社会運動所収）の第三版を刊行するに際し、かねて
問題となっておりました部分を削除し、
BK ／賀川豊彦と現代／鳥飼慶陽／兵庫部落問題研究所／ 1988

◇海外における大規模な災害の発生に際し，国際緊急
援助隊を派遣することができることとされた
WR ／警察白書／警察庁長官房総務課／大蔵省印刷局／ 1999

◇「一生に一度の高い買い物、ある程度の面積の住宅
の購入に際し、税制面での優遇を」
YC ／ 2005 ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!

PM ／現代／青山健煕／講談社／ 2002

◇友人曰く日本の三流大学に行くよりも中国の有名大
学に留学したほうがいいに決まっていると言ってい
ますが、
YC ／ 2005 ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!

に際して〔格助詞/状況/体言、動詞基本形〕
◇九八年の危機に際して、小渕政権が政策を大転換し
ていなかったならば、日本経済は奈落の底に落ちて
いたはずだ。
BK ／現代日本経済政策論／植草一秀／岩波書店／ 2001

に比べ〔副助詞/対比/体言〕
◇以前の作品に比べ、お七と吉三郎との会話のやりと
りがリアルである。

◇これらの事業の実施に際しては、引き続き、高齢者
等の利用にも配慮するとともに、
WR ／建設白書／国土交通省／大蔵省印刷局／ 1991

BK ／西鶴と元禄メディア／中嶋隆／日本放送出版協会／ 1994

◇一時期に比べ、値が下がったものの依然として高価
な部類に入る。

◇使用に際して何か不都合な点などがあれば教えてく
ださい。
YC ／ 2005 ／ Yahoo!知恵袋 Yahoo!

PM ／アサヒカメラ／アサヒカメラ編集部／朝日新聞社／ 2001

◇１‐６月のごみの量は前年同期に比べ２８％減った
という。
YB ／ 2008 ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!

と比べて 1 〔副助詞/対比/体言〕
◇中国においては日本と比べて父系血縁集団の結束が
非常に強く、
BK ／ 1995 ／韓敏／中国／

◇昔と比べて警察・検察の質が落ちたとか、働かなく
なったという皮相的評論がなされよう。
PN ／読売新聞／前田雅英／株式会社読売新聞社／ 2001

◇従来のチューナーと比べて、感度が上がってるとこ
ろ（って色んなとこに書いてあった）。
YB ／ 2008 ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!

に比べて 2 〔副助詞/対比/体言〕
◇糖尿病患者は一般の人々に比べて動脈硬化を発症し
やすく，高度の動脈硬化に進展しやすいのです．
BK ／糖尿病性腎不全患者のケア・ポイント／中本雅彦／メディカ出版／ 2003

◇男性は女性に比べて言語的な表現能力が低いため、

に先立ち〔格助詞/先行/体言、動詞基本形〕
◇各卷について解説するに先立ち、まず、本卷に收め
たすべて十四卷十三册の稿本を、新たに立てた卷次
に從って次に列擧しておこう。
BK ／本居宣長全集／大久保正／筑摩書房／ 1990

◇サービス提供に先立ち利用者の状況やどのようなサ
ービスが必要であるかをきちんと把握し（「アセス
メント」）、
WR ／厚生労働白書／厚生労働省／ぎょうせい／ 2003

◇記者会見に先立ち、首相は麻生太郎幹事長に「総裁
選の日取り、手続きを進めてほしい」と指示した。
YB ／ 2008 ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!

に先立って〔格助詞/先行/体言、動詞基本形〕
◇（戦に）出発するに先立って受洗することを決心し
た。
BK ／ 2000 ／川—桃太／完訳フロイス日本史／松田毅一

◇これに先立って割引運賃制度の導入が着実に進展す
る等事業者のサービス改善努力が行われている。
WR ／観光白書／国土交通省／財務省印刷局／ 2002

に

105
◇緊急理事会に先立って８日午前に開かれる再発防止
検討委員会に対し質問状を出し、対応次第では法的
措置も考えるという。
YB ／ 2008 ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!

に

慮がちに裏口からくることもある。
PM ／本の旅人／久世光彦／角川書店／ 2004

◇私にしたところで、
「ピッキングチェリー方式」の保
険料に喜んでおりますし。
YB ／ 2008 ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!

に従い〔格助詞/相関/体言、動詞基本形〕
◇読み進むに従い、ラッセルはしだいに表情をなくし
ていった。
BK ／水に映った月／かわい有美子／光風社出版；成美堂出版／ 2001

◇年を取るに従い、わたしたちの身体機能は低下して
きます
PN ／高知新聞／株式会社高知新聞社／ 2001

◇小学校の統合と各学校の老朽化に従い、地震に耐え
る免震構造を導入した新校舎が必要となり、
YB ／ 2008 ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!

に従って〔接続助詞/相関/体言、動詞基本形〕
◇公演がすすむに従って、お客さんの数は徐々に増え
ていきます。

にしたら〔格助詞/立場/体言〕
◇二人の不仲は、森の女性問題に端を発したんやろね。
広岡さんにしたら、足を引っぱられたという気持ち
なんやろけど、
BK ／プロ野球これだけ知ったらクビになる／板東英二／青春出版社／ 1984

◇迷惑かけずに頑張ろうとする方が、こっちにしたら
迷惑というか、つまりだ、少しは兄貴にもいい格好
をさせろと言ってるんだ
PM ／青春と読書／唯川恵／集英社／ 2002

◇お店名「北新地。鳥屋」 おかんにしたら！ ちょっ
と高かったわ（ж＾□＾ж）ノ そやけどめっちゃ
ボリュームあったで！
YB ／ 2008 ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!

BK ／あなたのお客さんになりたい！／中谷彰宏／三笠書房／ 1998

◇病気苦等は全般に高いが，年齢が増加するに従って
増え，高齢者においては７割を超えており，
WR ／国民生活白書／内閣府国民生活局総務課／大蔵省印刷局／ 1984

◇小児では、多少の変形が残っても成長に従って自然
に矯正されることが多く、
YC ／ 2005 ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!

にしたって〔副助詞/例示/体言〕
◇まあ、サドにしたってそういうところはあるわけだ
けど、もうちょっと理屈というか、全然違うレベル
ですよね。
BK ／千年紀のベスト 100 作品を選ぶ／鹿島茂・他／講談社／ 2001

◇学校の先生も怖くない、踊りのお師匠さんにしたっ
て怖くない。みんなが同じ目線でお互い見つめ合う
ようになっている。
PM ／家庭画報／片岡京子・他／世界文化社／ 2002

◇喧嘩にしたって、狼より弱くては家畜を守るキャト
ル・ドッグの務めは果たせませんし、狼に立ち向か
えなければウルフハウンドを狩りに使うことができ
ません。

にして 1 〔副助詞/強調/体言〕
◇しかしふるいを一ゆすりゆすると水は一瞬にしてみ
んな流れ落ちてしまいます。
BK ／シャボン玉の科学／ボイズ・野口廣／東京図書／ 1987

◇往々にして、特色を追い求める余り、結局は使い勝
手が悪く、消費者から見放されて消えていく商品が
少なくない。
PN ／朝日新聞／高橋庄太郎／朝日新聞社／ 2001

◇その隣の山が崩れたり、学校に土砂が入って、幸い
にして休校でありましたので人災がありませんでし
たが
MD ／衆議院 (1976) ／国会会議録

にして 2 〔格助詞/状況/体言〕
◇この父にして、この子あり
BK ／父親語録／牧野拓司／マネジメント社／ 1988

◇男子十六歳にして立山に登らざれば越中人にあらず
PN ／産経新聞／奥山正弘／株式会社産業経済新聞社／ 2005

◇患者を目の前にして、あなたはどう思いますか？」
YB ／ 2008 ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!

YC ／ 2005 ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!

にしたところで〔副助詞/例示/体言〕
◇郁子にしたところで、もう今年六十にもなる父を、普
通の子供にとっての「父」のように見たことはない。
BK ／怪談人恋坂／赤川次郎／角川書店／ 2002

◇そう具合よく逢えるとは思えない。時間にしたとこ
ろで、朝早くのこともあれば、店仕舞いの間際に、遠

にしてからが〔副助詞/例示/体言〕
◇慶喜にしてからが、出発のときはおまえひとりが頼
りだといった態度を見せておきながら、無事帰って
きた海舟に会おうともしないのだった。
BK ／勝海舟／古川薫／小峰書店／ 2001

にしては〔副助詞/基準/体言、節〕
◇女の子にしては肩幅のある体つきをした彼女は、顔
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の造りも大造りで、
BK ／なんとなく、クリスタル／田中康夫／河出書房新社／ 1981

◇彼は匿名性の高い霞が関の住人にしては、顔がしっ
かり見える発言をする、稀有な官僚だ。
PM ／中央公論／河原ノリエ／中央公論新社／ 2002

◇わざわざ東京へやって来て撮ったにしてはぜんぜん
景色映ってないし〜
YB ／ 2008 ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!

にしてみたら〔格助詞/立場/体言〕
◇親御さんにしてみたら、子どもの幸せを考えてのこ
とだったのかもしれませんが
BK ／朝には紅顔ありて／大谷光真／角川書店／ 2003

◇彼らにしてみたら飽きるくらい演奏してるはずなの
に新鮮なんだよね。
PM ／ＴｏｐＳｔａｇｅＴＶガイド関東版増刊／清水まり・他／東京ニュース通信社／
2003

◇そんな旦那を持つ私にしてみたら、いい加減に目を
覚ませといいたいけどね。
YC ／ 2005 ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!

にしてみると〔格助詞/状況/体言〕
◇奥さんにしてみると、旦那が別れたいといっている場
合に、私は別れないわよと最初に一発かまして、も
う少しお金を積んだら別れてあげてもよいわよと、
もう少しもう少しという手法が可能なのである。
BK ／離婚の作某山口宏／ PHP 研究所／ 2003

◇今にしてみると、苦労して足を運ぶだけに、辿り着
いたところでニューモデルに対面するときの感激も
ひとしおであった
PM ／ＲＯＡＤＲＩＤＥＲ／ＲＯＡＤＲＩＤＥＲ編集部／学習研究社／ 2004

◇「サッカーマガジン」を手にしてみるとどうやらそ
う感じたのは自分だけではないようで、

ことによって延々と子孫を残してきたのである．
BK ／生物を知るための生化学／榎並勲／丸善／ 1999

◇それにしても、きょうはやけに利用者が多いように
思える。
PM ／小説宝石／小杉健治／／ 2001

◇初代永世竜王が誕生するという、偶然にしても出来
すぎな状況にあるわけですね
YB ／ 2008 ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!

にしても 2 〔副助詞/例示/体言〕
◇彼にしても、自分が彼女のたんなる慰み物にすぎな
いことや、彼女の絵道楽について、知らないわけで
はなかった。
BK ／制作／清水正和／岩波書店／ 1999

◇あのお家の中に入った人はいないと思います。回覧
板にしても郵便受けに入れておくだけでしたから。
PM ／女性自身／女性自身編集部／光文社／ 2004

◇ＦＯＭＡにしても大して違いは無いと思いますよ。
YC ／ 2005 ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!

にしても 3 〔接続助詞/条件/節〕
◇あるいは契約書を取り交わすにしても、信頼・信用
の上に成り立っているのは言うまでもないだろう。
BK ／なぜか「人が集まる人」の共通点／鴨下一郎／新講社／ 1999

◇子供を託児所に入れて働くにしても、再就職も四十
歳からじゃあこの不景気にロクな仕事もないだろう。
PM ／ＣＯＳＭＯＰＯＬＩＴＡＮ／佐藤環妃・他／日本版集英社／ 2002

◇振り込むにしても、私はＡＴＭの稼働時間には会社
から出られないし、コンビニのＡＴＭも遅い時間だ
と振り込み対応していない銀行なので、困ってしま
いました・
・
・。
YC ／ 2005 ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!

YB ／ 2008 ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!

にしてみれば〔格助詞/立場/体言〕
◇鳥居元忠にしてみれば、あくまでも徳川の臣のみで、
伏見城と運命を共にしたかったのであろう
BK ／真田太平記／池波正太郎／朝日新聞社／ 1984

◇平日は１８時から２１時の間にパソコンを使うユー
ザーが多い。こういったユーザーにしてみれば、夕
方で受け付けが終了しては満足できない。
PM ／日経パソコン／日経パソコン編集部／日経 BP 社／ 2001

◇私たちの世代にしてみれば、性能的には国産車も既
にスーパーカー入りしていますが、やはり個性的な
スタイルとか雰囲気では敵いません。
YC ／ 2005 ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!

にしても 1 〔副助詞/程度/体言〕
◇いずれにしても，すべての生物は，遺伝子交換する

に乗じ〔格助詞/利用/体言〕
◇幕末明治の騒擾に乗じ、官界財界でうまくたちまわ
り、一代にして身上を築いたくち
BK ／大東京三十五区冥都七事件／物集高音／祥伝社／ 2001

◇それに乗じ、法務省は、刑事事件の報道や裁判報道
について、もっと足かせをしようとしている。
PM ／現代／櫻井よしこ・他／講談社／ 2003

に乗じて〔格助詞/利用/体言〕
◇夜陰に乗じて海岸線ちかくまで接近したものの、最
後の段階になって艇は航行を停止していた。
BK ／ニューギニア攻防戦／谷甲州／中央公論新社／ 2003

◇さらに二死二、三塁から田中の２点適時打で突き放
し、七、八回にも失策に乗じて加点した。
PN ／高知新聞／／高知新聞社／ 2004

◇楽天は、この機会に乗じて、ライブドアを潰しにか

に

107
かって、仙台本拠地で宣戦布告したのでしょうか？？
YC ／ 2005 ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!

に

にしろ 1 〔接続助詞/条件/体言、動詞基本形〕
◇師直は吉野朝廷を叩きつぶす腹でいるんだ。それは
まあ、時の勢い。致し方ないにしろ、功を一手に収
めて帰洛したあかつき、高一族の威勢は今に倍する
ものとなるぞ。
BK ／風の群像／杉本苑子／講談社／ 2000

◇彼の回想は間接的にしろ、そのまま当時の斎藤経団
連、またこの国の産業界の同時代史であった。
PM ／週刊ダイヤモンド／斎藤貴男・他／ダイヤモンド社／ 2003

◇これは言葉の使い方はどうあるにしろ、国会決議に
沿い得なかったことに対する責任というものは、や
はりお互いが十分踏まえなければならぬという
MD ／衆議院 (1994) ／国会会議録

にしろ 2 〔副助詞/例示/体言〕
◇ドレイク様にしろルーザ様にしろ、あの姫様方にお
心をかけているとは思えませんし
BK ／オーラバトラー戦記／富野由悠季／角川書店／ 1991

◇日本にしろ中国にしろ、生活や経済の多様化は年々
進んでいるにも関わらず、多様性を根こそぎ落とし
ている。
PM ／ダカーポ／ダカーポ編集部／マガジンハウス／ 2005

◇アニメにしろ本にしろ 個人がそれぞれの想像力で
愉しむものではないか
YB ／ 2008 ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!

愉快です。
YC ／ 2005 ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!

にせよ〔接続助詞/条件/体言、動詞基本形〕
◇幕府もしくは政府軍いずれが勝つにせよ、日本の国
力が疲弊するのを待って足がかりを築き、第二の香港
として植民地化を狙っていたことは間違いあるまい。
BK ／会津と長州と／井口富夫／ MBC21；東京経済／ 2000

◇現在の世界の核兵器は、直接にせよ間接的にせよ、
相互に結びついている。
PM ／論座／ジョナサン・シェル他／朝日新聞社／ 2003

◇一時的にせよ、負け組になってしまいます
YB ／ 2008 ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!

に相違ない〔認識モダリティ助動詞/推量/体言、節〕
◇「罠だな」 「屋敷へ来なければ、自分のほうでま
たここへ来る、とも云ったそうだ」 「それは罠に
相違ない」
BK ／樅ノ木は残った／山本周五郎／新潮社／ 2003

◇青味がかった石が立った姿勢で一箇だけ据えてある
ところなどを横眼で見ながら降りて行ったに相違な
い。
PM ／群像／小島信夫／講談社／ 2001

に対し 1 〔格助詞/対象/体言〕
◇パレスチナに対し挑発策をとれば、過激派によるテ
ロが頻発し、世論に押され軍事制圧が可能となる
BK ／世界を変えたテロ決定的瞬間／宝島社／宝島社／ 2004

◇米国は，引続きソ連に対し強い姿勢を維持し，
にすぎない〔認識モダリティ助動詞/限定/体言、動詞
基本形〕
◇自分を捨てて大勢の女たちのもとへ走る男を引き戻
す手段として、彼を養っていたにすぎない。
BK ／ 2000 ／サンドラ・ブラウン／口に出せないから／吉澤康子

WR ／わが外交の近況／外務省総合外交政策局／大蔵省印刷局／ 1981

◇・学校に対しクレームを突き付けるモンスターペアレ
ント、病院で医者や看護師に文句を言うモンスター
ペイシェントなどが増えているというが
YB ／ 2008 ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!

◇機能を失っているのは脳の一部にすぎない。
PM ／日経メディカル／日経メディカル編集部／日経 BP 社／ 2003

◇お金がない、時間がないというのは言い訳にすぎな
いのです。
YB ／ 2008 ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!

にすれば〔格助詞/立場/体言〕
◇娘にすれば親のために答えてみせねばならなかった
が、いったいいくつまで数えてみせればおしまいと
いうことになるだろう。
BK ／石牟礼道子／石牟礼道子／日本図書センター／ 1999

◇米国にすれば、ソ連が会議に参加することも好まし
くなければ、中国を参加させることなど論外であっ
た。
PM ／明日の友／古川万太郎／婦人之友社／ 2002

◇あなたが何でもなくても、彼女にすればとっても不

に対し 2 〔格助詞/割合/体言〕
◇卵３個に対し９０ｍｌのだしを加え、一番だしを効
かせた。
BK ／ Dining ／柴田書店／柴田書店／ 2004

◇リリーバンクでは、ハンター一人に対し各種のゲー
ムを一頭ずつしか獲らせないことになっていたのだ。
PM ／小説すばる／大藪春彦／集英社／ 2002

◇比率が美人１０００に対しチカン１です。圧倒的に
チカンの数が少ないだけです。
YC ／ 2005 ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!

に対して 1 〔格助詞/対象/体言〕
◇これは主に髪の毛が白くなった高齢者に対して使わ
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れるのが一般的だ
BK ／おどろ気ももの木台湾日記／及川朋子／毎日新聞社／ 1999

◇松本被告に対しては、アーレフ信者たちに道義的責
任を果たしてほしいと強く思うことがある。
PN ／神戸新聞／／株式会社神戸新聞社／ 2004

◇他人に対して寛大温厚であれば、どんな人と一緒に
いても楽しい。
YB ／ 2008 ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!

◇今後はさらにベールが—がされるように、謎が解明
されていくに違いない。
BK ／われ万死に値す／岩瀬達哉／新潮社／ 1999

◇実力通りなら、この大柄なカナダ人が首位に躍り出
るに違いないとだれもが考えていた。
PN ／中日新聞／吉岡潤・他／株式会社中日新聞社／ 2002

◇１５歳の女子高生を襲った犯人も、そんな悪魔の一
人に違いない。
YB ／ 2008 ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!

2

に対して 〔格助詞/割合/体言〕
◇卵白２個分に対して砂糖１１５ｇを使う。卵白に砂
糖の半量を少しずつ加えながらかたくなるまで泡立
て

について 1 〔格助詞/対象/体言、節〕
◇中央の柱に縛られた男についてはよく覚えていない。
中年で、立派な顔をしていたような気がするが

BK ／ル・コルドン・ブルー・デザート・テクニック／ローラン・ドゥシェーヌ他／プロ
トギャラクシー／ 1999

◇市販の天ぷら粉
ｃ

６０ｇに対して水９０〜１００ｃ

YB ／ 2008 ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!

BK ／私も戦争に行った／山内久／岩波書店／ 2000

◇

日本の国益について、少なからぬ人々は中国との
緊張関係を緩めて、ビジネスで利益を上げることだ
と考えています。
PM ／Ｖｏｉｃｅ／安倍晋三／ PHP 研究所／ 2005

にたえない 1 〔認識モダリティ助動詞/困難/体言、動
詞基本形〕
◇芥川のキリスト論は極端に言えば読むにたえないか
もしれない。

◇景気後退に陥るかどうかについて、水野委員は景気
動向指数をみると景気判定上、後退と言われても仕
方ないとして
YB ／ 2008 ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!

BK ／ 1992 ／佐古純一郎／漱石・芥川・太宰／佐藤泰正

◇相当な修繕をしなければとても住宅として使用にた
えないというような方々もいらっしゃると思うので
すね
MD ／衆議院 (1993) ／国会会議録

について 2 〔格助詞/割合/体言〕
◇東京商工リサーチなどのデータベースを有料で検索
できます。情報料は、一件について一、二〇〇円ほ
どです。
BK ／リフォームを真剣に考える／鈴木隆／光文社／ 2004

にたえない 2 〔認識モダリティ助動詞/強調/体言〕
◇かかる盛大なる新年宴会が開催できますことは、同
じ稲原会会員といたしまして、まことに御同慶にた
えない次第でございます」

◇不同意の理由が１件について２以上にわたる場合が
あるので，理由欄の合算数と不同意の件数とは一致
しない場合がある。
WR ／消防白書／総務省消防庁総務課／大蔵省印刷局／ 1984

BK ／修羅の群れ／大下英治／徳間書店／ 1984

◇党や野党の皆様方の御協力をいただきまして政権を
担当さしていただき、まことに感謝にたえないとこ
ろでございます。
MD ／参議院 (1985) ／国会会議録

について 3 〔接続助詞/場合/動詞基本形〕
◇戦いにふみきるについて、たしかめておきたいのだ
が、マツマエは、われら西方に武器や食糧の援助を
してくれるのでしょうな。
BK ／シャクシャインの戦い／木暮正夫／童心社／ 1987

に足りない〔義務モダリティ助動詞/不必要/動詞基本
形〕
◇一つひとつの改善は取るに足りないことでも、それ
を愚直に積み重ねることです。

◇私どもが提案するについて、同胞の意に反する獲得
運動であるという趣旨が一貫して主張され、そして
また我々にも陳情も再三ありました。
MD ／衆議院 (2000) ／国会会議録

BK ／ 2004 ／片山修／日本にしかできない技術がある／深谷紘一

◇この人物に関してはもうモラルとかポリシーとかを
論ずるに足りないのだが、正直もう議員として政界
にいてはいけない人物だと断じざるをえない。
YB ／ 2008 ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!

に次いで 4 〔格助詞/順序/体言〕
◇県としては、北海道、岩手、福島に次いで、四番目
に大きく、南北二一五キロある。
BK ／日本列島すぐ蕎麦の旅／富永政美／リヨン社／ 1988

◇半導体の世界市場での売上高シェアは約５パーセン
に違いない〔認識モダリティ助動詞/推量/体言、動詞
基本形〕

に
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トと、米インテルに次いで世界二位となる。
PN ／／河北新報／株式会社河北新報／ 2002

に

◇日本は常任理事国でもないのにアメリカに次いで２
番目に多く払っているにも係らず、中国からは「金
を出すだけが貢献じゃない」などと言われて悔しく
ないのでしょうか
YC ／ 2005 ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!

につき 1 〔格助詞/対象/体言、節〕
◇遺贈と異なり、権利の移転承継につき知事等の許可
が不要となること
BK ／相続の法律相談／梶村太市／有斐閣／ 2000

◇救急隊員の資質の向上が特に重要であることから，
その方策につき調査研究を実施する
WR ／防災白書／内閣府政策統括官／大蔵省印刷局／ 1989

◇通訳の正確性や公平性につき、疑問が呈されても、
その通訳が録音されていないので事後にその検証が
できないことは問題である
MD ／参議院 (1998) ／国会会議録

につき 2 〔格助詞/割合/体言〕
◇東尾さんたちとの間には、約束の時間に遅刻をする
と「一分につき一杯」という罰則がある。
BK ／風はアゲンスト／吉川なよ子／毎日新聞社／ 1999

◇１周につき３回、２〜３ｍの高さでアップダウンが
繰り返される。
PM ／東京ウォーカー／東京ウォーカー編集部／角川書店／ 2001

◇その担当者は以前から、接待の際に一回につき３万
円の車代を寄こせだの、傍若無人な人間です・
YC ／ 2005 ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!

につき 3 〔格助詞/理由/体言〕
◇亡夫の喪中につき新年のご挨拶ご遠慮申し上げます、
とあつたから驚いた。
BK ／福壽草／小沼丹／みすず書房／ 1998

◇サブキャラ強化月間につき段位戦の相手が見つかる
まで封印。
YB ／ 2008 ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!

につけ 1 〔格助詞/状況/体言〕
◇それはよきにつけ、悪しきにつけ、イデオロギー的
なアイデンティティーがないということなんですね。
BK ／脳が語る科学／中沢新一／青土社／ 1999

◇別に上手に利用してやろうなど、そんな魂胆を持ち
合わせていなくとも、結果、何かにつけうまく使っ
てしまうことに。
PM ／ａｎ・ａｎ／ａｎ・ａｎ編集部／マガジンハウス／ 2002

◇よきにつけあしきにつけ、現在はそういう製薬企業
の問題というのは大きな意味で医療保険制度の枠組

みの中にとらえられている
MD ／参議院 (1991) ／国会会議録

につけ 2 〔接続助詞/継起/動詞基本形〕
◇父親の教えは彼の誇りとなり、その人生を支えてい
る。こんな話を聞くにつけ、学びを人生単位でとら
えた時、学力や資格とは何と薄っぺらいのだろうと
思う。
BK ／イギリス式お金をかけず楽しく生きる！／井形慶子／講談社／ 2002

◇このような状況を見るにつけ、
「個人の体由来の情報
は人格権の一部である」という法律を早急に定めな
ければならないと思う。
PM ／中央公論／河原ノリエ／中央公論新社／ 2002

◇私は、小学生の頃から、聞くにつけ、その食材との
出会いを涎垂らしながら待っておりました
YC ／ 2005 ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!

につけて 1 〔格助詞/状況/体言〕
◇昔の人が寒暑につけて、天然に対する抵抗力の強か
ったことは、とうてい今人の想像の及ばぬところで
ある
BK ／考古学千夜一夜／佐原真／小学館／ 1996

◇何かにつけて兄と比較されてしまう運命を背負った
ヘンリー。
PM ／女性自身／女性自身編集部／光文社／ 2002

◇何事につけても、仕事を始める場合には工程表を作
成します。
YB ／ 2008 ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!

につけて 2 〔接続助詞/継起/動詞基本形〕
◇人づてにことの由を聞くにつけてひそかに心を痛め
ておりました。
BK ／敵役／宮本徳蔵／集英社／ 2004

◇規模が大きくなるにつけて、自分で出来ない仕事を
権限委譲して、他の部署を作ります
YC ／ 2005 ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!

につれ〔接続助詞/相関/体言、動詞基本形〕
◇冬が深まっていくにつれ、太陽の角度が低くなって
きたようだ。
BK ／雪の華／伊藤たかみ／角川春樹事務所／ 2004

◇子どもの成長につれ子どものいない世帯より消費支
出が多くなっていく
WR ／国民生活白書／内閣府国民生活局／／ 2005

◇別れたときは何とも思わなかったのですが、時間が
経つにつれ、彼のことを思い出しては、ブルーになっ
てきます。
YC ／ 2005 ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!

につれて〔接続助詞/相関/体言、動詞基本形〕
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◇おそらく、大峠に向うにつれて積雪は加速度的に深
くなるだろう
BK ／八甲田山死の彷徨／新田次郎／新潮社／ 1971

◇子供の成長につれて家が手狭になり、建て替えるこ
とになりました。
PM ／住まい１００選／新しい住まいの設計編集部・他／扶桑社／ 2005

◇農業の機械化が進むにつれて、石油を離れて人類の
生存に不可欠な食糧生産はあり得ないとさえ考えら
れる現状もその一例であります。
MD ／参議院 (1978) ／国会会議録

ビス経済化の進展の中で、製造業に従来のように国
内経済全体の生産性向上への期待を全面的に寄せる
ことはできない。
WR ／経済白書／内閣府政策統括官／大蔵省印刷局／ 1997

◇相手にとってみれば暴言に聞こえるような文章なら
あるかも知れないです。
YC ／ 2005 ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!

にとどまらず〔接続助詞/添加/節、体言〕
◇成年後見制度を、単に財産を守るだけにとどまらず、
積極的な財産活用を含めて本人を援助する制度、
BK ／ Q ＆ A 成年後見制度解説／前田裕司／三省堂／ 2000

1

にて 〔格助詞/場所/体言〕
◇しばらく、ここにてお待ちなさい
BK ／剣客商売／池波正太郎／新潮社／ 2002

◇六本木ヒルズ森タワー森アーツセンター５２階内ギ
ャラリーにて９月２１日（日）まで開催される企画
展「世界都市―都市は空へ」の東京模型
PM ／装苑／装苑編集部／文化出版局／ 2003

◇都内にてマンションを購入予定です。何気なく風水
のサイトを見たら不安になることが多くなりました。
YC ／ 2005 ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!

にて 2 〔格助詞/手段/体言〕
◇止血して微温湯にて傷処を洗い、すべて焼酒にて傷
口を洗うのではなく、傷縁が腐爛した時に焼酒で洗
うのも可なり
BK ／消印は知っていた／正木繁／朝日新聞社／ 2000

◇応募窓口からメールにてご応募ください。応募メー
ルには以下の項目をご記入ください。
PM ／Ｗｅｅｋｌｙぴあ／ぴあ／ぴあ／ 2005

◇６／２７（金）に、お電話にて受付します。みなさ
んお誘い合わせの上、お電話ください！
！
YB ／ 2008 ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!

にとって〔格助詞/立場/体言〕
◇自信満々で侵攻を開始したサダムにとって、米国の
行動は予想外だったろう。
BK ／世界の特殊部隊／笹川英夫／講談社／ 2004

◇大きな後れをとってしまった日本にとって、名古屋
港による巻き返しが期待されます。
PM ／現代／水谷研治／講談社／ 2005

◇単なる防衛協力にとどまらず、両国関係のあらゆる
分野において協力を結束したものである
PN ／／朝日新聞／株式会社朝日新聞社／ 2001

◇代表選は党内論議にとどまらず、国政の論点を国民
に分かりやすく伝える重要な機会ととらえるべきだ
ろう。
YB ／ 2008 ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!

に伴い 1 〔接続助詞/相関/体言、動詞基本形〕
◇インターネットの急速な拡大に伴い、ネット関連で
は多くのベンチャー企業が生まれ、また既存企業の
多くが関連分野へ参入している。
BK ／チャレンジ立国論／高原慶一朗／東洋経済新報社／ 2000

◇その後一気に気温上昇するに伴い、開花も７〜１０
日、平年より２〜３日早く順調に推移
PM ／農耕と園藝／加藤哲郎・他／誠文堂新光社／ 2001

◇インドは経済発展に伴いエネルギー不足が深刻化し
ており、
YB ／ 2008 ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!

に伴い 2 〔接続助詞/付随/体言〕
◇駅前の再開発に伴い、まず吉祥寺が栄え、ついで国
分寺、八王子、府中などが商業を集積して、逆に吉
祥寺は後退した
BK ／発見と感動の生涯学習／青山—・他／日本地域社会研究所／ 2002

◇転職に伴い退職年金が途絶することとなる。
WR ／労働白書／厚生労働省政策統括官／日本労働研究機構／ 1996

◇私は結婚に伴い住み慣れた実家より遠いところで暮
らし始め早一年です。
YC ／ 2005 ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!

◇貧乏な我が家にとって、これはまさに大事件です！
YB ／ 2008 ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!

にとってみれば〔係助詞/主題/体言〕
◇営業マンにとってみれば、中古車は大切な商品。
BK ／中古車選び完全マニュアル／佐藤秀樹／山海堂／ 2001

◇国内経済にとってみれば、海外生産比率の上昇、サー

に伴って 1 〔接続助詞/相関/体言、動詞基本形〕
◇官吏の服装が羽織袴から洋服に変化するに伴って，和
装の書生姿から洋装に移り変わっていく。
BP ／教育の社会学／木村涼子／有斐閣／ 2000

◇様々な物質の利用量が増大するのに伴って、ごみを

に
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はじめとして環境への負荷が増加している。
WR ／環境白書／環境省総合環境政策局／大蔵省印刷局／ 1993

に

◇過疎の進行に伴って乗客も減ってきていますからね、
バス会社の方の運賃も割り高にならざるを得ないだ
ろうし、
MD ／参議院 (1977) ／国会会議録

に伴って 2 〔接続助詞/付随/体言〕
◇金融機関の経営破綻に伴って、取り付け騒ぎや連鎖
倒産が起こるのを防ぐため、
BK ／よくわかるペイオフ・年金・保険のしくみ／浜野崇好／日本放送出版協会／ 2002

◇減税法案が成立したことに伴って、さらに歳入が減
るためだ。
PN ／朝日新聞／山脇岳志・他／株式会社朝日新聞社／ 2003

◇あわせて通運事業者等に対しては、貨物駅廃止に伴っ
て必要な措置の主たるものとしては、たとえば免許
の書きかえ
MD ／衆議院 (1983) ／国会会議録

にとり〔格助詞/立場/体言〕
◇小沢にとり、社会党は与党の数確保には必要であっ
たが、それも限界に近づいていた。
BK ／連立政権／草野厚／文藝春秋／ 1999

◇日本にとり、中ソ両国をはじめ社会主義諸国と交流
し、さらには国交を正常化させることが、必要かつ
有益であっても、
PM ／明日の友／古川万太郎／婦人之友社／ 2002

◇北朝鮮にとり深刻な否定的結果をもたらすであろう
MD ／衆議院 (1999) ／国会会議録

には及ばない〔義務モダリティ助動詞/不必要/動詞終
止形〕
◇なあに、感心するには及ばない。そのためにわれわ
れは税金を払っている
BK ／松下幸之助発言集／松下幸之助／ PHP 研究所／ 1993

◇その能力が既に失われたのではないかなどと悲観す
るには及ばないといってよいであろう。
WR ／経済白書／内閣府政策統括官／大蔵省印刷局／ 1997

に反し〔格助詞/反対/体言〕
◇一般の常識に反し、誤った自白にもとづく誤審は、戦
争直後の混乱期だけの現象ではなく、むしろ増えつ
づけているという
BK ／日本権力構造の謎／カレル・ヴァン・ウォルフレン・他／早川書房／ 1990

◇この地域は、地理的にソ連領に近接しているのに反
し、米国本土からは遠く離れていることもあって、
WR ／防衛白書／防衛庁防衛庁長官官房広報課／大蔵省印刷局／ 1986

が認められたのです。
BK ／自宅で迎える幸せな最期／押川真喜子／文藝春秋／ 2005

◇マイクロダイエットを始めたら予想に反して、食事
のない事が辛くなくあまり食事が食べれなくなって
しまいました。
YC ／ 2005 ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!

にひきかえ〔格助詞/対比/体言〕
◇祥子がずっと独身でいるのにひきかえ、香苗は二回
目の離婚をついこのあいだしたばかりだ。
BK ／美食倶楽部／林真理子／文芸春秋／ 1989

◇それにひきかえ，足寄や陸別，置戸はずいぶん駅舎
にお金かけてますね。
PM ／鉄道ダイヤ情報／佐藤正樹／交通新聞社／ 2003

◇それにひきかえ、エゴイスティックで、口うるさく
て、無能で、誰にも好かれない老軍人は、肉体が強
健であるためにボートに残される。
TB ／井口時男・他 (2007) ／現代文／教育出版株式会社

に比し〔格助詞/対比/体言〕
◇日本の製品輸入が他の工業国に比し依然低いことを
問題とし
BK ／昭和財政史／伊藤正直／東洋経済新報社／ 2004

◇また我が国の場合西欧諸国に比し相当短期間に老齢
化が進行することが明らかにされており
WR ／厚生白書／厚生労働省政策統括官／大蔵省印刷局／ 1978

◇まず麓山地区においては、事業費が計画当初に比し
高騰していること、
MD ／衆議院 (1976) ／国会会議録

に比して〔格助詞/対比/体言〕
◇積極的な提案活動を行った同業他社に比して、提案
書提出のスピードや質において劣ってしまった。
BK ／ MBA オペレーション戦略／遠藤功／ダイヤモンド社／ 2001

◇身長に比して筋肉はついておらず、ひょろっとして
いるなという印象を持った。
PM ／ＡＥＲＡ／ＡＥＲＡ編集部／朝日新聞社／ 2005

◇カエルウオが物怖じしない大胆な性格に比して、ギ
ンポは臆病で餌をとるとき以外は穴から出てきませ
ん。
YC ／ 2005 ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!

にほかならない〔認識モダリティ助動詞/判定/体言〕
◇決定を未来の世代に委ねる方式の提案は、実質上の
二島返還論にほかならない。
BK ／北方領土／木村汎／読売新聞社／ 1991

◇事実上「民営化」棚上げ案にほかならない。
PM ／文藝春秋／加藤秀樹／文藝春秋／ 2001

に反して〔格助詞/反対/体言〕
◇骨髄の検査で、みんなの願いに反して、白血病細胞

◇これは，太陽系の原料となった物質が平べったい形
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に分布していたからにほかならない。
TB ／松井孝典 (2006) ／新編理科総合Ｂ／東京書籍株式会社

◇取材の申し込みをしたにもかかわらず、これを拒否
されて取材が実現しなかったことは認められるが
PM ／現代／現代編集部／講談社／ 2003

に増して〔格助詞/増加/体言〕
◇この二つの原因に増して、社会党をこれほどまでに
惨敗させたのは、執行部の無能と愚策である。
BK ／自然と人生／梅原猛／文芸春秋／ 1995

◇消費者啓発のための情報提供は従来に増して重要視
されてきており，
WR ／障害者白書／内閣府政策統括官／／ 2004

◇我が家のわんこが初めての生理中なのですが、いつ
もに増して、寝てばかりいるようです。
YC ／ 2005 ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!

◇三週間も連続して起きているにもかかわらず、いま
だもってまとまっていないというのは、ちょっとこ
れはゆっくり過ぎるんじゃないのかなというふうに
思うんですけれども
MD ／参議院 (2005) ／国会会議録

にもかかわらず 2 〔接続詞/逆接/〕
◇血便の伴う下痢に悩まされたり、慢性的な胃痛に苦
しんだりしたことだろう。にもかかわらず、けっこ
う長生きしたようである。
BK ／ミイラ全身解剖／リック・アーチボルド・他／講談社／ 2001

に向け〔格助詞/目標/体言〕
◇汚名返上に向け、私は都市緑化に取り組みました
BK ／焦らず休まず／生野秀樹／西日本新聞社／ 2001

◇この目標達成に向け、三菱商事はポートフォリオ戦
略を標榜し、ＭＣＶＡを導入した。
PM ／一橋ビジネスレビュー／伊藤邦雄・加賀谷哲之／東洋経済新報社／ 2002

◇拉致問題解決に向け、引き続き日本政府を支援する
方針を伝えた。
YB ／ 2008 ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!

◇犠牲者の数はスマトラ地震を上回り、その四倍以上
にも達した。にもかかわらず、このような広範囲な
報道は行われず、しかも、慈善行為はほとんど見ら
れなかったのである。
PM ／潮／ビル・エモット・他／潮出版社／ 2005

◇日本だけが他の成熟国家とは異なるドリーム・ストー
リーを妄信しているわけにはいかないのだから。に
もかかわらず、この国のインフラの更新あるいは運
営や管理に対する政策論議は、相変わらず硬直的だ。
YB ／ 2008 ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!

に向けて〔格助詞/目標/体言〕
◇二年後のＷ杯に向けて、いまきっちりと分析してお
かないと対応しようにも本番に間に合わなくなる。
BK ／ラグビー文明論／中尾亘孝／双葉社／ 2003

にも増して〔格助詞/増加/体言〕
◇以前にも増して親密になったからね。本当のお兄さ
んのような気がしたもの
BK ／ごっつあんです／兼三／集英社／ 2000

◇９月からの後期試合期に向けて、自分自身の生活の
リズムをもう一度考えてみて下さい。
PM ／陸上競技マガジン／竹本英利／ベースボール・マガジン社／ 2002

◇昭和５９年度は，前年度にも増して厳しい財政事情
にあったことを考慮して，
WR ／警察白書／警察庁長官房総務課／大蔵省印刷局／ 1985

◇今日の宮崎は晴れ。埼玉インハイに向けて、もうす
ぐ飛び立ちます。
YB ／ 2008 ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!

◇今年は例年にも増して「湯沢の吹奏楽」の活躍が目
覚ましい。
YB ／ 2008 ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!

に免じて〔格助詞/勘案/体言〕
◇僕にとっては、同期生でもあるんだ。僕に免じて、許
してくれないか？
BK ／星忍母艦テンブレイブ／中里融司／エンターブレイン／ 2003

◇

素直な性格に免じて許してネ。

によって 1 〔格助詞/手段/体言〕
◇この方法によって、大英博物館の先王朝時代後期の
遺体から最古の住血吸虫の症例を発見することがで
きた。
BK ／ミイラ解体／ジョン・Ｈ・テイラー／學藝書林／ 1999

PM ／ＳＡＹ／青春出版社／青春出版社／ 2002

◇勘弁してあげてください。あねごの顔に免じて。
YC ／ 2005 ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!

にもかかわらず 1 〔接続助詞/逆接/体言、節〕
◇サラリーマン文学としてのこうした長所にもかかわ
らず、
『毎日が日曜日』はまた、私にとってなんとも
物足りなさを感じさせる作品でもある。
BK ／職場史の修羅を生きて／熊沢誠／筑摩書房／ 1986

◇インターネットの登場によって、既存の枠組みでは
とらえきれないさまざまな事象が出現し、
PM ／ｉＮＴＥＲＮＥＴｍａｇａｚｉｎｅ／ｉＮＴＥＲＮＥＴ／インプレス／ 2004

◇この潮の干満の差によって、打ち寄せる波の大きさ
が左右されるので、波チェックには潮位表を手に観
察することが必要になってくるのだ。
YC ／ 2005 ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!

によって 2 〔格助詞/動作主/体言〕

に
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◇メキシコの考古学者、アルベルト・ルース博士によっ
て、その考えはみごとにくつがえされました。

◇見た目によらず使いやすいです。
YC ／ 2005 ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!

BK ／ピラミッドのたから／たかしよいち／理論社／ 1986

に

◇アメリカのバッハ学者、ジョシュア・リフキン氏に
よって、アンサンブル部分が完全に復元されたこと
だろう。
PN ／毎日新聞／梅津時比呂・他／株式会社毎日新聞社／ 2005

◇桓武天皇によって、延暦三年（七八四）平城京から
遷都され、延暦十三年平安京に遷都されるまで都が
置かれた。
TB ／加藤周一 (2006) ／国語総合／教育出版株式会社

によって 3 〔格助詞/状況/体言、節〕
◇日によって、あるいはホールやピアノによっては、ぼ
くがある響きを発見することがあるかもしれない。
BK ／インナービューズ／キース・ジャレット・他／太田出版／ 2001

◇第３次産業の中でも、業種によって、かつてほどの
雇用創出力がなくなっていることを反映している。
WR ／経済財政白書／内閣府政策統括官／／ 2004

◇それから、地域によって、農家によって栽培方式ある
いは技術水準がきわめてまちまちでございまして、
MD ／衆議院 (1976) ／国会会議録

によっては〔副助詞/限定/体言、節〕
◇時と場合によっては、ハイキングにも登山にもなり
ます。
BK ／定年後は山歩きを愉しみなさい／小倉厚／明日香出版社／ 1996

◇銀行によっては、引当不足の過半を埋めるために必
要なグループ数は「三十社」ではなく、
「十社」かも
しれないし、「五十社」かもしれない。

により 1 〔格助詞/手段/体言〕
◇信長は手早い処置により、村重の重臣である高山右
近、中川瀬兵衛らを調略してしまった。
BK ／西国城主／野中信二／光文社／ 2000

◇オンライン化やインターネットにより、さまざまな
ことが可能となる時代に向かって、どの業界もその
対策を早期に取り組みたい。
PM ／経済界／経済界編集部／経済界／ 2004

◇新しい時代にそぐわなくなった制度、慣行を見直すこ
とにより、生活者・消費者が豊かさを肌で実感でき、
MD ／衆議院 (1993) ／国会会議録

により 2 〔格助詞/状況/体言、節〕
◇二〇〇〇年までに、退職年金受給者は出生年次によ
り、二ヵ月宛引き上げられ、将来六七歳となること
が予定されている。
BK ／世界の高齢者福祉政策／佐藤進／一粒社／ 1992

◇自分のアセンダントと相手の太陽星座がどのような
位置関係にあるかにより、相手があなたに何をもた
らすのか、どんな相手なのか判断できます。
PM ／ａｎ・ａｎ／ａｎ・ａｎ編集部／マガジンハウス／ 2002

により 3 〔格助詞/動作主/体言〕
◇キャサリーナ・ダルトン女史により、ＰＭＳが原因
となって起きた女性の犯罪が丹念に調査・研究され
ています
BK ／ PMS ／池下育子／月経前症候群と女性のからだ／ 2000

PM ／文藝春秋／木村剛／文藝春秋／ 2001

◇ＤＶＤドライブによっては、数十円の格安のＤＶＤ
‐Ｒでも安定して書き込めるものもあれば、
YC ／ 2005 ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!

によらず 1 〔副助詞/非限定/体言〕
◇人間というものは、不思議と自分自身を何事によら
ずしばりたがるものである。
BK ／喝！日本人／松永安左ヱ門／実業之日本社／ 2002

によると〔格助詞/根拠/体言〕
◇うわさによると、パリっ子特有の悪ふざけにたけ、抜
目のない彼が、いまではすっかり彼女の手玉にとら
れているとのことである。
BK ／制作／清水正和／岩波書店／ 1999

◇日本橋高島屋によると、３年前から１〜２人用の「ミ
ニおせち」を販売しているが、人気は年々高まる一
方。
PN ／毎日新聞／赤堀博美・松村由利子／株式会社毎日新聞社／ 2003

◇好むと好まざるとによらず、森下は二つの降級枠の
うち、必ずどれかを決定づける立場にあるのだ。
PN ／／毎日新聞／株式会社毎日新聞社／ 2001

◇で趣味と言えばＳＦ小説を読む事。何によらず平均
的な夫です。

◇関係筋によると、長官はリーマンの危機解決を目指
したいかなる合意にも公的資金を投入することに強
く反対した
YB ／ 2008 ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!

YC ／ 2005 ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!

2

によらず 〔副助詞/予想外/体言〕
◇驚いたよ。見かけによらず、ガッツがあるんだな
BK ／チェイン・リアクション／松岡なつき／ビブロス／ 2001

によれば〔格助詞/根拠/体言〕
◇フンボルトによれば、学問研究とは何かに役立つと
いう理由でするのではなく、普遍的真理を求めて普
遍的立場から行うものであるからである。
BK ／女性を生きるための哲学入門／松田幸子／夏目書房／ 1999
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◇もっとも本人によれば、病院内では決してこんな癖
は出さないという。
PM ／週刊新潮／東野圭吾／新潮社／ 2005

◇関係者によれば、北京五輪前に水面下で監督就任の
打診を受けた。星野監督は「五輪が終わってからに
してください」と態度を保留。
YB ／ 2008 ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!

にわたって〔格助詞/範囲/体言〕
◇三百年にわたって善くも悪くも蓄積されている京都
文化が仏教修行にとって適切でないと判断するよう
になる。
BK ／奇会新井白石とシドティ／垣花秀武／講談社／ 2000

◇戦後、半世紀にわたって日本の経済は急速な発展を
遂げました
PM ／現代／水谷研治／講談社／ 2005

◇将来にわたって責任有る仕事を約束されていて、そ
れがいやって聞けば他人には贅沢に映ります。
YC ／ 2005 ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!

にわたり〔格助詞/範囲/体言〕
◇よりよい人間関係づくりを目指して，約半年間にわ
たり取り組んだものである。
BK ／エンカウンターで道徳／岡田直美／明治図書出版／ 2002

◇大気中に放出されると長期間にわたりオゾン層に影
響を与える。
WR ／環境白書／環境省総合環境政策局／大蔵省印刷局／ 1988

◇火星で４年７カ月余りにわたり活動を続けている無
人探査車「オポチュニティー」
YB ／ 2008 ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!

に
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ね
ねば〔義務モダリティ文末辞/必要/動詞未然形〕
◇〈飛龍〉は必ずや沈もう。その前に敵の母艦を見つ
け、叩かねば。
BK ／空母艦隊血風録／吉田親司／有楽出版社／ 2004

ね

◇たまにはちゃんとしっかり食べて、頑張らねば。皆
さん、これから気をつけて出勤して下さいね。
YB ／ 2008 ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!

ねばならない〔義務モダリティ助動詞/必要/動詞未然
形〕
◇人間いずれ死を迎えねばならない、という宿命の自
覚という点で、ようやく西行の先の歌と重なる。
BK ／ミカドの肖像／猪瀬直樹・堤康次郎／小学館／ 1991

◇ウルグアイ・ラウンドを成功に導くための積極的な
役割を果さねばならない。
WR ／経済白書／内閣府政策統括官／大蔵省印刷局／ 1991

◇なにせ、僕の小遣いから購入せねばならないのでお
金が続かず（涙）でも再開してみました。
YB ／ 2008 ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!

ねばならぬ〔義務モダリティ助動詞/必要/動詞未然形〕
◇中国は天下国家の夢想をすて、もっと現実的な西洋
流の軍国に変身せねばならぬ、と唱えた。
BK ／中国政治論集／宮崎市定／中央公論社／ 1990

◇しかし、我々は実行せねばならぬ。いかに実行する
か、具体的な方法は、ゲシュターポと警察が事態に
即応して処置する。
PM ／小説すばる／皆川博子／集英社／ 2002

◇生活あるいはまたその既存の権益が十分に守られま
すように、この点は十分な配慮をせねばならぬと思
います。
MD ／衆議院 (1980) ／国会会議録
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の
のあまり〔副助詞/極度/体言〕
◇更衣に先だたれてからは、悲しみのあまり、泣き沈
んで庭の手入れも怠り、雑草も茂るにまかせ高くの
び放題です。
BK ／源氏物語／瀬戸内寂聴／講談社／ 1996

◇極度の緊張のあまり、彼女と一年間ひと言も口をき
けなかった
PM ／ＭＯＲＥ／ＭＯＲＥ編集部／集英社／ 2003

◇空腹のあまり、他人の柿の木に登って、勝手に柿を
食べてしまった
TB ／宮地裕・山本東次郎 (2006) ／国語六上創造／光村図書出版株式会社

のか 1 〔伝達モダリティ文末辞/確認/節〕
◇こら、また勉強してんのか。勉強は朝せえと言うと
るやろ
BK ／行路 100 ／阿宅明・緒田二味子／文学表現と思想の会／ 2001

◇そうか、そういうわけだったのか。
ユニクロ化していたのか。

桃缶の世界も

PM ／週刊朝日／内館牧子・東海林さだお／朝日新聞社／ 2003

◇あ、そか、飲むと決めた日には昼間から準備して飲
む前にサッと作って、翌朝、温めなおして飲めばい
いのか。
YB ／ 2008 ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!

のか 2 〔伝達モダリティ文末辞/疑問/節〕
◇それでは、どうしたら美しい絵が描けるのか。それ
は絵のテーマと、色彩のハーモニーにあります。
BK ／プロが隠す秘密の画勃トレース水彩画」入門／森田健二郎／アーティストハウス
パブリッシャーズ／ 2004

◇「あなたは村上正邦議員の私兵なのか。そんなこと
なら一緒にやれない
PM ／週刊朝日／週刊朝日編集部／朝日新聞社／ 2001

◇さあ、選挙はいつになるのか。いずれにせよ、今度
の選挙は、どっちが勝つのかわからない、
YB ／ 2008 ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!

のだ〔認識モダリティ助動詞/断定/用言終止形、タ形〕
◇ぼくはわざとそうしたのだ。ナタリアの感情を限界
にまで高ぶらせ、ぼくの思いどおり身を投げだすよ
うに。

のでは〔認識モダリティ文末辞/推量/節〕
◇どっちか選べといわれても、なかなかその勇気は出
ないのでは。
BK ／究極の選択／ニッポン放送／ニッポン放送出版／ 1989

◇日本の多くの銀行は著しく疲弊しています。このま
までは、いったん３月期末を乗り切っても、再び危
機に直面するのでは。
PM ／週刊東洋経済／牛尾治朗／東洋経済新報社／ 2002

◇今回の来日はプライベートらしいので、仕事はしな
いのでは。
YC ／ 2005 ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!

のなら〔接続助詞/条件/節〕
◇早晩、辞任せざるを得ないのなら、先取りする形で
辞任し、社会党を排除した連立政権の樹立を狙った
というものである。
BK ／連立政権／草野厚／文藝春秋／ 1999

◇どうせ生きているのなら、面白いものが多いほうが
楽しいと思いますね。
PM ／週刊現代／週刊現代編集部／講談社／ 2003

◇それでもダメだったのなら、レンズクリーナーを使っ
てみるのがいいですね。
YC ／ 2005 ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!

のなんの〔伝達モダリティ文末辞/強調/用言終止形〕
◇クロワッサンに好みの具を入れたフランス風サンド
イッチのうまいのなんの。値段も手頃だ。
BK ／アジアでくつろぐ／長崎快宏／ PHP 研究所／ 2000

◇６月だけで４人から結婚式の招待を受けているし、
交際費がかかるのなんの。
PM ／女性自身／近藤珠実／光文社／ 2003

◇うちは小学生が二人真似しまくってうるさいのなん
の。
YC ／ 2005 ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!

のに 1 〔接続助詞/逆接/節〕
◇まったく、体は小さいのに、肝はでっかい
TB ／利家とまつ／竹山洋／日本放送出版協会／ 2001

◇立派なスイムウェアなのに、室内プールじゃなかな
か着にくいビキニ。
PM ／Ｔａｒｚａｎ／Ｔａｒｚａｎ編集部／マガジンハウス／ 2005

BK ／シチリアからの誘惑者／水間朋／ハーレクイン／ 2002

◇貴乃花にとって本当に厳しい歳月であったことは想
像に難くない。だが彼は見事にそこを乗り越えてき
たのだ。春場所にも期待したい。
PM ／相撲／坂信一郎／ベースボール・マガジン社／ 2001

◇日夜黒タイツに身を包んで、一生懸命働いている。
サラリーマンは辛いのだ。
YB ／ 2008 ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!

◇残業帰りに買い物を必ずしなくても良いのに、一応
買いに行ってしまいます。
YB ／ 2008 ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!

のに 2 〔認識モダリティ文末辞/想定外/節〕
◇そんなことをしている暇があったら、こっちを手伝っ
てくれればいいのに。
BK ／ドラゴン・パーティ／中里融司／メディアワークス／ 2001

の
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◇そうだとしても、薬とか何とか、昭吾君が用意して
くれてるよ。心配なんかいらないじゃないか。泊まっ
ていけばいいのに
PM ／ＣＬＡＳＳＹ／小池真理子／光文社／ 2002

◇子供がいる人はぜひ郵貯のインターネットサービス
に入ってもらいたいもんですね。そしたら子供の体
調が悪くても、家にいながら振込みできるのに。

の

YB ／ 2008 ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!

素を発生させるので免疫力が低下し
BK ／サラリーマンの病気学／久保田芳郎／日工フォーラム社／ 2001

◇「さよなら人類」が大ヒット。レコード大賞新人賞
を受賞したのみならず、紅白歌合戦にも出場した。
PM ／週刊アサヒ芸能／石川浩司・他／徳間書店／ 2001

◇会社が自社株を自由に取得することができるのみな
らず、それを保有して、そして随時、任意に売却す
ることができる
MD ／衆議院 (1977) ／国会会議録

のに対し〔接続助詞/対比/節〕
◇一方で集落数は減少しているのに対し、
「農業用排水
路がない集落」数は七五〇集落増加している。
BK ／地域資源管理の主体形成／長濱健一郎／日本経済評論社／ 2003

◇製造業における修士課程修了者の採用割合が高いの
に対し、博士課程修了者の採用割合は低い
WR ／科学技術白書／文部科学省科学技術・学術政策局／／ 2004

◇有酸素運動が積極的に脂肪を燃焼するのに対し、サ
ウナで流す汗は体内の水分量を減らしているだけで
す。
YC ／ 2005 ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!

のに対して〔接続助詞/対比/節〕
◇オーケストラが三千足らずの席を埋められないこと
が多いのに対して、ロックなら三万人以上も入るス
タジアムを満員にできる
BK ／予約会員獲得のすすめ／ダニー・ニューマン・他／芸団協出版部／ 2001

◇日本が大きく拡大したのに対して、フランスの研究
開発支出は１９６７年の２．１％から１９７８年の
１．７％に落ち込んでいた。
WR ／科学技術白書／文部科学省科学技術・学術政策局／大蔵省印刷局／ 1994

◇窓の枠の色も純正が銀サッシだったのに対してブロ
ンズサッシに変わっています。
YB ／ 2008 ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!

のみならず 1 〔副助詞/添加/体言〕
◇人事の結果は本人のみならず、その家族にも大きな
影響を与えることを考えると、極論すれば、人事評
価は、本来、人のするべきことではないとさえ思わ
れます
BK ／堀田力の「おごるな上司！」／堀田力／日本経済新聞社／ 1994

◇中国のみならず日本の国益にもかなう案件を選定し
て積み上げる形で決定している。
WR ／外交青書／外務省総合外交政策局／ぎょうせい／ 2004

◇フリーメーソンはアメリカのみならず世界各地でメ
ンバーを増やしていった。
YB ／ 2008 ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!

のみならず 2 〔接続助詞/添加/節〕
◇ただでさえ発がん物質を発するのみならず、活性酸

のみならず 3 〔接続詞/添加/〕
◇ドイツは日本と同じく敗戦国である。のみならず、
同盟国であった。
BK ／毟られる日本／松井茂／ネスコ／ 1992

◇申請人に甚大な逸失利益を生じさせたものである。
のみならず，本件処分には，前記一３（二）及び（三）
のとおりの違法理由もあつのであるから
WR ／公害紛争処理白書／公害等調整委員会／大蔵省印刷局／ 1988

◇経済上採算が合わない場合はもちろんでしょう。の
みならず、統一朝鮮が実現した場合に一体これはど
うなるんだろうか
MD ／参議院 (19 ７７) ／国会会議録
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は
はおろか〔副助詞/当然/体言〕
◇人間の子供はおろか大人さえも、平生からすっかり
ばかにしきっている鬼どもは、
BK ／日本ジュニア文学名作全集／江口渙／汐文社／ 2000

◇片側三車線の道路は、まだ建設されてそれほどの時
を経ていないらしく、高見の知る限りにおいて日本
はおろか世界のどの国にも負けないほど立派なもの
だった。
PM ／サンデー毎日／池野佐知子・楡周平／毎日新聞社／ 2004

◇シドニーのように、金はおろか、メダルも取れない
ようなことになっては、野球人気は終わりになるの
ではと。

て見違えるばかりだ。
YB ／ 2008 ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!

ばかりだ 3 〔認識モダリティ助動詞/限定/体言、動詞
基本形〕
◇すべて訓練と教育の行き届いた、洗練された、一流
のプロフェッショナルばかりだ。
BK ／高級ホテルの使い方／ G.B. ホテル研究班／宝島社／ 2001

◇最近になって部屋で軽く体を動かしているという。１
日も早い回復を祈るばかりだ。
PM ／相撲／相撲編集部／ベースボール・マガジン社／ 2003

◇先人が守ってくれた国に住んでるくせに、けち臭い
やつばかりだ。
YC ／ 2005 ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!

YB ／ 2008 ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!

ばかりか〔接続助詞/添加/体言、節〕
◇接近するＤＤＲ市民は警備兵に阻止されるばかりか、
状況によっては拘束され取り調べられた。

ばかりに 1 〔接続助詞/理由/節〕
◇人々はただ口腹をみたしたいばかりに、昼も夜も心
をそれに費してばかりいる。
BK ／良寛／水上勉／中央公論社／ 1997

BK ／ベルリンの秋／春江一也／集英社／ 2001

◇そればかりかほかの乗客たちも、その男をではなく、
見ているとするなら「あっ」と声を出した私のこと
を見ているようであった
PM ／すばる／岡崎祥久／集英社／ 2001

◇学校ばかりか、社会全体に対してこういった影響が
出ていくのではないかというふうに思います。
MD ／参議院 (1999)) ／国会会議録

◇メンツにこだわり、過去の失政を認めたくないばか
りに、今後も問題の先送りをしているようでは、歴
史的失政のＡ級戦犯として小泉首相は名を残すこと
になる。
PM ／経済界／経済界編集部／経済界／ 2002

◇保険料は収入によって決まるとの事で私が加入した
ばかりに支払額が増えてしまってますが、これは仕
方がない事なのでしょうか？
YC ／ 2005 ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!

1

ばかりだ 〔局面アスペクト助動詞/直後/動詞た形〕
◇サンディエゴの攻略はなり、アメリカ国民を奮いた
たせるのに成功したらしいが、戦いはまだ始まった
ばかりだ―。
BK ／時空戦艦『大和』／草薙圭一郎／コスミックインターナショナル／ 2001

◇単年度で結果を求められる 外資 の日本ブランチ
トップに、再来年まで猶予が与えられるか。闘いの
幕は上がったばかりだ。

ばかりに 2 〔副助詞/程度/用言連体形〕
◇三成は恐ろしいばかりに幸運な男といわねばならな
い。
BK ／家康の天下取り／加来耕三／中央公論社／ 1997

◇赤ん坊はじっとひびきを見つめている。虚しいばか
りに何も無いその目は、死ぬ前の康次と同じだった。
PM ／小説ＴＲＩＰＰＥＲ／紀和鏡／朝日新聞社／ 2003

PM ／週刊東洋経済／菅野朋子／東洋経済新報社／ 2004

◇費用をかけずに集める「こでんリサイクル」のような
仕組みが必要なワケだが、まだ緒に就いたばかりだ。
YB ／ 2008 ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!

ばかりだ 2 〔認識モダリティ助動詞/感慨/動詞基本形〕
◇丹下キヨ子演じる猛妻の、あまりに横柄な態度に三
人は—然とするばかりだ
BK ／天気待ち／野上照代／文藝春秋／ 2001

◇実現のためには、日本だろうが海外だろうが、目の
前に開けた道を進むしかない。そんな時代なのだな
あと驚くばかりだ。
PN ／京都新聞／高野宏一郎／株式会社京都新聞社／ 2003

◇とにかくみんな成長期。数日でぐぐっと大きくなっ

◇今自分の入っているところよりもむしろ教誨施設の
方が悪いのじゃないかと思うばかりに実に貧弱な施
設なんですね。
MD ／衆議院 (1985) ／国会会議録

ばこそ〔接続助詞/根拠/動詞推量形〕
◇「他の病院で治らなかった方を治す」という課題に
真剣に取り組みたいと願えばこそ、日本の中心とも
言える銀座で開業するという道を選んだのです。
BK ／消痛革命／柯尚志／土屋書店／ 2003

◇私たちが自由奔放にやってられるのも彼らがいれば
こそ。素敵な一家に生まれたことを、神に感謝しま

は
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す。
PM ／２５ａｎｓアシェッ／ AnriSchroff ／婦人画報社／ 2002

◇なればこそ調整機関の設置ということも研究事項の
重要な項目として予定されておる。
MD ／参議院 (1981) ／国会会議録

は

はさておいて 1 〔副助詞/極限/体言・終助詞「か」〕
◇根粒菌はさておいても、レンゲの育つ様子は変わっ
ている。
BK ／野遊び春夏秋冬／奥山久／山と溪谷社／ 1999

◇過去の失敗はさておいて、現在、ライブドアの問題
に象徴されるように、健全な資本主義を目指し、自
由化が展開すると、寧ろ、労働の意味やメンタリティ
の側面から自然回帰へ向かう可能性があります。

識できます。
YC ／ 2005 ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!

はずがない〔証拠モダリティ助動詞/不可能/用言・体
言連体形〕
◇わたしが弁護するのですぞ。有罪のはずがないでしょ
！
BK ／真夜中は別の顔／シドニィ・シェルダン／アカデミー出版／ 1991

◇お巡りさんが犯人であるはずがないとおもい、黙っ
ていました
PM ／小説宝石／森村誠一／光文社／ 2001

◇水や電気は引けたはずがないから、自分で汲んでき
たり、松明とかを用いていると考えるのが妥当。
YC ／ 2005 ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!

YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

はさておいて 2 〔接続助詞/除外/体言、節〕
◇ジムが車をぶつけたことはさておいて、ぼくが川に
落ちたことばかり話すのに決まっている。
BK ／ロケットボーイズ／ホーマー・ヒッカム・ジュニア・武者圭子／草思社／ 2002

◇その点に対しましては何はさておいても優先して六
十二年、六十三年と継続予算をもってぜひ実現させ
ていただきますようよろしくお願いします。
MD ／衆議院 (1985) ／国会会議録

はさておき 1 〔副助詞/極限/体言・終助詞「か」〕
◇この挿話の真偽はさておき、いずれにせよ、徳川家
康は念には念を入れて、後事をはかっていたことは
事実である。
BK ／真田太平記 17 ／池波正太郎／朝日新聞社／ 1985

◇あの湾岸戦争の入場券を１兆円もの増税でまかなっ
た苦心はさておき、今回、小泉さんは反戦世論を押
し切って戦争を支持したのだから、イラク復興に自
衛隊を派遣するのはせめて大量破壊兵器発見の日ま
で待ってくれてもいいではないか。
PN ／朝日新聞 2003.6.17 ／. 朝日新聞社・早野透・由利英明／株式会社朝日新聞社
／ 2003

◇上手い上手くないはさておき、その女性と共に会を
盛り上げたと思うなぁ
YC ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!／ 2005

はさておき 2 〔接続助詞/除外/体言、節〕
◇意識的なものかどうかはさておき、ビュフォンは青
少年期の想い出をすべて押し殺そうとしたようだ。
BK ／大博物学者ビュフォン／ベカエール直美・ジャック・ロジェ／工作舎／ 1992

◇真相はさておき、日本のメディアが以上のような経
緯をまったく報じないのは、よもや 学会の圧力
ではないでしょうねぇ…。
PM ／週刊文春／実著者不明／文藝春秋／ 2002

◇冗談はさておき、中古のＨＤＤが壊れてなければ認

はずだ〔証拠モダリティ助動詞/当然/用言・体言連体
形〕
◇母が三十九歳で確か六つ年下だから、三十三歳のは
ずだ。
BK ／秘宴／北原童夢／竹書房／ 2004

◇いまの彼女にとって、伴侶は唯一の頼りであるはず
だ。
PM ／週刊文春／服部真誠文藝春秋／ 2001

◇１年前、ほとんどの派閥が麻生ではダメと、福田総
理実現に奔走したはずだ。
YB ／ 2008 ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!

はずだった〔証拠モダリティ助動詞/想定外/用言・体
言連体形〕
◇証拠として持ってきたコピーの筆跡が私の無実を確
実に証明してくれるはずだった。ところが、ウベさ
んは筆跡鑑定を拒んだどころか、その証拠なるもの
も持ち去ってしまった。
BK ／ P.I.P. ／沢井鯨／小学館／ 2000

◇本来１２億円のはずだった工事予算が７億７７００
万円しかないことが判明。
PM ／サンデー毎日／半田好雄／毎日新聞社／ 2002

◇割る方の分数を分母，分子をひっくり返し，掛けて
求めるのは，どういう理屈でしたっけ。小学校で習っ
たはずだったんだけどｍ（＿ ＿）ｍ。
YC ／ 2005 ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!

はずではなかった〔認識モダリティ助動詞/後悔/用言・
体言連体形〕
◇結局、明け方近くまで彼の部屋にいました。そうな
るはずではなかったんですけど
BK ／最新「珠玉推理」大全／有栖川有栖／光文社／ 1998

◇朝、家事をしたらその後ずっと暇でこんなはずでは
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なかった！
！と呆然としています。
YC ／ 2005 ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!

は
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へ
へかけて〔格助詞/範囲/体言〕
◇リクルーターは、もっと山奥の村まで出かける―と
いうようなことが、大正から昭和へかけて、日本の
紡績資本が発達した時代に繰り返されていた。
BK ／人間はなぜ戦争をやめられないのか／日下公人／祥伝社／ 2004

◇ふっくらした唇から顎へかけてのなだらかな線は、
紛れもなくお涼のものだった。
PM ／本の旅人／久世光彦／角川書店／ 2004

へ

べからず〔義務モダリティ助動詞/不許可/動詞基本形〕
◇相変わらず「依らしむべし、知らしむべからず」と
いう姿勢では、とても国民の理解を得られるはずが
ありません。
BK ／これならわかる日本経済入門／山田伸二／東洋経済新報社／ 2000

◇不倫の彼女、もしくはエロ目当ての彼女をディズニー
ランドに誘うべからず。
PM ／小説宝石／室井佑月／光文社／ 2001

◇この橋、真ん中とはしっこ渡るべからず。一休さん
はどうした？
YC ／ 2005 ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!

べきだ〔義務モダリティ助動詞/必要/動詞基本形〕
◇今は苦しいけどもう少し頑張って、真の山頂を目指
すべきだ。
BK ／落ちこぼれてエベレスト／野口健／集英社インターナショナル／ 1999

◇日本の歴史を小学校一年生のときから教えるべきだ。
PM ／新潮４５／早瀬利之／新潮社／ 2001

◇発生から３０年になる拉致問題を解決するために、
北朝鮮は速やかに調査を始めるべきだ。
YB ／ 2008 ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!

べくして 1 〔接続助詞/当然/動詞基本形〕
◇戦は勝つべくして、勝たねばならぬ。
BK ／大公望／芝豪／ PHP 研究所／ 2000

◇今の時代に生まれるべくして生まれた方なのでは、
と思いますね。
PM ／ＣＯＳＭＯＰＯＬＩＴＡＮ／佐藤環妃・香山リカ／日本版集英社／ 2002

◇上級将校に素性もロクに調べていない人間を採用す
るなんて、ジオンは滅ぶべくして滅んだと言えるで
しょう。
YC ／ 2005 ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!

べくして 2 〔接続助詞/可能/「言う」〕
◇ストレスに負けないようにすることは、言うべくし
て不可能といえます。
BK ／五〇歳からの元気な脳のつくり方／高田明和／角川書店／ 2004

◇東京圏の中でどこかへ急速に移転してなどというの
は、言うべくして全く不可能なことだろうと思いま

す。
MD ／参議院 (1985) ／国会会議録

べくもない〔義務モダリティ助動詞/不可能/動詞基本
形〕
◇全世界的な意味で文学が花咲いた十九世紀から二十
世紀前半のようなことは、今はもう望むべくもない。
BK ／もっと光を／小塩節／北水／ 1999

◇カメラを愛でるという点ではＡＦカメラはＭＦ機に
及ばないし、ましてや家電製品のようなデジカメは
比べるべくもない。
PM ／アサヒカメラ／アサヒカメラ編集部／朝日新聞社／ 2001

◇天皇は軍隊も経済的基盤も握っていなかった。独裁
など望むべくもない状態です。
YB ／ 2008 ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!
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ほ
1

ほうがいい 〔義務モダリティ助動詞/必要/用言・体
言の連体形〕
◇少しは考えておいたほうがいいんじゃないかしら。
BK ／禁断のときめき／松村和紀子／ハーレクイン／ 2005

◇義父母や親戚から「子どもはたくさん産んだほうが
いい」「出産はいつ？」と言われて、戸惑いました。
PM ／ベビーエイジ／志村季世恵／婦人生活社／ 2002

◇出品する際はまとめてか、単独で出品するほうがい
いでしょうか？
YC ／ 2005 ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!

ほうがよい 2 〔義務モダリティ助動詞/必要/用言・体
言の連体形〕
◇早めに勝負して（辞任して）、連立の組み替えをし
たほうがよいと考えたのである
BK ／連立政権／草野厚／文藝春秋／ 1999

◇学習・研究では，大人数対象の講義よりも，少人数
で一人ひとりを大事にするゼミ形式のほうがよい。
PM ／螢雪時代４月臨時増刊／蛍雪時代編集部／旺文社／ 2002

◇下痢のときは、ヨーグルトは避けたほうがよいので
しょうか？
YC ／ 2005 ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!

ほうだ〔認識モダリティ助動詞/傾向/用言連体形〕
◇旅行も仕事がらみでやっと行くぐらいで、どちらか
といえば苦手なほうだ。
BK ／愛人の掟／梅田みか／角川書店／ 1999

◇僕は自分で言うのもなんですが、わりとルックスが
よく、モテるほうだと思います。
PM ／週刊プレイボーイ／おたんこ☆なすび／集英社／ 2004

◇寝起きはいいほうだと思います。私より早く起き、
キョロキョロしたり
YC ／ 2005 ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!

ほかない〔認識モダリティ助動詞/不可避/動詞基本形〕
◇告発されれば、有罪を認めるほかない。
BK ／予約会員獲得のすすめ／ダニー・ニューマン／芸団協出版部／ 2001

◇寝耳に水で、驚くほかない質問です。
PM ／週刊現代／週刊現代編集部／講談社／ 2004

◇減税によってそれをやるほかないという御主張であ
ります。
MD ／衆議院 (1982) ／国会会議録

ほどに〔接続助詞/理由/動詞基本形〕
◇いま温かいものを、ととのえさせておりますほどに、
しばらくご猶予を願い上げまする
BK ／火宅の坂／澤田ふじ子／徳間書店／ 2001

ほ
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まいか〔伝達モダリティ文末辞/願望/動詞未然形〕
◇その儀ばかりはお許し願えまいか
BK ／惜別の海／澤田ふじ子／幻冬舎／ 2002

◇どうか、わしも仲間に入れてくれまいか。
TB ／太宰治 (2005) ／国語２／光村図書出版株式会社

ましてや〔接続詞/添加/〕
◇自分のこころのなかで生じていることをはっきりと
意識化できず，ましてやそれを言葉にして表現する
ことは困難なのである。
BK ／臨床心理学の世界／菅佐和子／有斐閣／ 2000

◇舞台経験の浅い、ましてや三十そこそこの私でお客
様が入るかと心配するのは当たり前なんですよ。

ま

PM ／週刊文春／斎藤明美／文藝春秋／ 2003

◇ホームレスの人たちにって、同情したりましてや援
助する必要ってないのでは？
YC ／ 2005 ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!

または〔接続詞/並列/〕
◇なお、月または年を単位とする期間で、月または年
の途中から起算する場合については、
BK ／条解刑事訴訟某土本武司／弘文堂／ 2001

◇特にお好きな、または興味を持たれた日本の食材や
料理について教えてください。
PM ／ミセス／久世留美子／文化出版局／ 2004

◇獣医師の方、またはその分野の専門知識を修得され
ている方にお願い致します。
YC ／ 2005 ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!

までだ 1 〔認識モダリティ助動詞/決意/動詞基本形〕
◇追い詰められれば、殺るまでだ…

◇凜とした気品を漂わせていた。この神々しいまでに
美しい女性が階段をのぼって、むさ苦しい穴ぐらに
やってきた
BK ／密偵ファルコ白銀の誓い／リンゼイ・デイヴィス／光文社／ 1998

◇初めて狂おしいまでにポジションへの渇望を口にし
た。
PM ／ＦＲＩＤＡＹ／佐藤俊／講談社／ 2002

◇わざとらしいまでに大きなリアクションで髪をかき
上げる仕草はまさに若気の至りですよね。
YC ／ 2005 ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!

までに 2 〔伝達モダリティ文末辞/強調/名詞〕
◇無し
◇長くなりましたがご参考までに。
YC ／ 2005 ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!

までのことだ〔認識モダリティ助動詞/感慨/動詞た形〕
◇それがこちらの目論見だったのであり、それを実行
したまでのことだった。
BK ／ツアンポー峡谷の謎／ F・キングドン・ウォード／岩波書店／ 2000

までもない〔義務モダリティ助動詞/不必要/動詞基本
形〕
◇その動機については、わざわざ書くまでもないでし
ょう。
BK ／悪意／東野圭吾／講談社／ 2000

◇基地の極東における戦争防止機能が有効に働いてい
ることが、極めて重要であることはいうまでもない
PN ／朝日新聞／／朝日新聞社／ 2001

◇核廃絶に対する全人類的な強い熱意というものは、
もう今さら私が申し上げるまでもない。
MD ／衆議院 (1986) ／国会会議録

BK ／虹の断橋／嶋岡晨／朝日新聞社／ 1992

◇信仰生活のために、食えなくなって飢えるならば、
私は 飢えて死んでも良い。 私は 謹んで餓死す
るまでだ。
YB ／ 2008 ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!

までだ 2 〔認識モダリティ助動詞/意図/動詞た形〕
◇ちょっと脅したまでだ、あれで良い、
BK ／白鳥の王子ヤマトタケル／黒岩重吾／角川書店／ 2002

◇肩書で自由な言論が封じられるなら返した方がいい
と思ったまでだ
PN ／／河北新報／株式会社河北新報／ 2001

ままに 1 〔接続助詞/継続/体言、用言連体形〕
◇与野党の溝は埋まらないままに、野党の結束が高ま
り、次第に自民党は追いつめられていく。
BK ／連立政権／草野厚／文藝春秋／ 1999

◇そんな当時のパッションはそのままに、現代アーティ
ストたちの斬新なクリエイティビティも取り込んで
PM ／デリシャス／河井奈々子／世界文化社／ 2002

◇そういう誤謬というものを正さぬままに、確かめぬ
ままに、この問題を論じるということは非常に危う
い感じがいたしてまいりました。
MD ／参議院 (2002) ／国会会議録

◇無し
ままに 2 〔接続助詞/任せ/体言、動詞基本形〕
◇感情の赴くまま、または理性の赴くままに、ああで
までに 1 〔副助詞/程度/形容詞連体形〕
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もない、こうでもないと一喜一憂し、
BK ／カルト資本主義／斎藤貴男／文藝春秋／ 1998

◇肌が欲するままに、何度も何度も薄く重ね塗りがで
きます。
PM ／メイプル／村上貞子／集英社／ 2005

◇ 今は、神のお導きのままに、生かされていきます。
水のみ与えられて生きて行きます。アーメン
YB ／ 2008 ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!

ま
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も
もいいところだ〔認識モダリティ助動詞/断定/体言〕
◇要するに恐喝だよ。身のほど知らずもいいところだ。
BK ／京人形の館殺人事件／和久峻三／光文社／ 2000

◇世の中にはまっこと、おごられ上手な女というのは
いるものだ。
BK ／横森理香の恋愛指南／横森理香／マガジンハウス／ 1999

◇金色に輝く魚群を見ながら祖父と一緒にその夜の食
卓を想像したものだ。
PN ／中日新聞／岩木呂卓巳／株式会社中日新聞社／ 2004

◇無し

◇交通事故だけは注意して戻ってきてほしいものだ。
◇本気でそんなこと思ってるなら、自意識過剰もいい
ところだと。
YC ／ 2005 ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!

ものか 1 〔認識モダリティ文末辞/決意/動詞基本形〕
◇せっかくくれるかねだから、遠慮をするものか。
BK ／金瓶梅／村上知行／筑摩書房／ 1999

◇今の選管に管理された街頭演説など、だれが聞くも
のか。というのはちょっといいすぎか。
PM ／婦人之友／竹西寛子／婦人之友社／ 2003

も

ものか 2 〔認識モダリティ文末辞/思案/用言連体形〕
◇さてどうしたものか。いくら秀才の道元でも、一夜
で修得できる筈がない。
BK ／道元／水嶋元／東洋出版／ 2002

YB ／ 2008 ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!

ものだ 2 〔認識モダリティ助動詞/回想/用言た形〕
◇野菜は煮たり焼いたり、炒めたり、漬け物にして食
べていたものだ。
BK ／「体を温める」と病気は必ず治る／石原結實／三笠書房／ 2003

◇１８歳のころには、一日に８時間もピアノを弾いて
いたものだ。
PM ／ＲＯＣＫ＆ＳＮＯＷ／ＲＯＣＫ＆ＳＮＯＷ編集部／山と渓谷社／ 2004

◇「舌先三寸で人を殺す」
らよく聞いたものだ。

という言葉を、幼い頃か

TB ／入江徳郎 (2005) ／国語表現 教育出版株式会社

ものだ 3 〔認識モダリティ助動詞/傾向/動詞基本形〕
◇多くは労働者から貧民に墜落していくものだ。
BK ／正伝・後藤新平／鶴見祐輔／藤原書店／ 2004

3

ものか 〔伝達モダリティ文末辞/願望/用言連体形〕
◇はよう、その日が来ぬものか。腕が鳴るわい
BK ／上杉覇龍伝／近衛龍春／ ベストセラーズ／ 2003

◇どんなことが書いてあるのか、興味を持って盗み見
るような前向きな気持ちになれないものか。
PM ／週刊東洋経済／松浦高明／東洋経済新報社／ 2001

◇いつもの事だけど、何とかならないものか。
YB ／ 2008 ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!

ものか 4 〔伝達モダリティ文末辞/感嘆/用言連体形〕
◇老いとは、なんと恐ろしいものか。シャイハンは慄
然とした。
BK ／砂の覇王／須賀しのぶ／集英社／ 2002

ものがある〔認識モダリティ助動詞/感慨/用言連体形〕
◇人間がショウケースの陳列商品として扱われている
のは、やはり見るに耐えないものがある。
BK ／おじさんだって、アジアに行きたい／荒木左地男／文香社／ 1999

◇迫力を増して上位に再挑戦。栃乃洋の成長には目を
みはるものがある
PM ／相撲／坂信一郎／ベースボール・マガジン社／ 2001

◇それほどにＦＸ業界に与えた影響は、計り知れない
ものがある。

◇くわしいことは不明だが、歴史はときに皮肉な足跡
を残すものだ。
PM ／本の旅人／池内紀／角川書店／ 2005

ものだ 4 〔義務モダリティ助動詞/勧告/動詞基本形〕
◇話は最後まで聞くものだ。同行のこのサービス、他
行のそれとはひと味違う。
BK ／こんな銀行はやめなさい／千葉明／河出書房新社／ 1996

◇こちらでは入籍した時点でお祝いを贈るものだ。今
更遅い、
YC ／ 2005 ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!

ものだから〔接続助詞/理由/用言連体形〕
◇明かりがついていたものだから、まだ起きているの
かと思って
BK ／殺ったのは誰だ？
！／志水辰夫／講談社／ 1999

◇何度も書き直すものだから、最後には原稿用紙に紙
を貼って、その上に書いていました。
PM ／日経Ｍａｓｔｅｒｓ／矢嶋秀一／日経 BP 社／ 2003

◇フセインを国際法廷の場に引きずり出すことなく中
途半端に戦争終結をしたものだから未だにサダムフ
セインは、健在です。
YB ／ 2008 ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!

YB ／ 2008 ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!

ものだ 1 〔認識モダリティ助動詞/感慨/用言連体形〕

もので〔伝達モダリティ文末辞/理由/用言連体形〕
◇封筒は朱の汗で湿っており、四つの角が折れてしわ

126
だらけになっていた。 「すみません。何しろご覧
の通り、大の汗っかきなもので。
BK ／日本海雷撃戦／鳴海章／講談社／ 1995

◇

テレビを見た妻から言葉の歯切れが悪いと言われ
てます。舌っ足らずなもので。
PM ／週刊現代／週刊現代編集部／講談社／ 2002

◇初代五つ子ちゃんの山下兄弟って今どうしてるので
しょうか？私と同じ１９７６年生まれなので、ちょっ
と気になったもので。
YC ／ 2005 ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!

ものではない 1 〔義務モダリティ助動詞/不可能/動詞
基本形〕
◇１０回近く訪れようとどうしようと，植物学者にとっ
ては，決して研究し尽くせるものではない．

意するものとする。
BK ／暴力団 110 番／日本弁護士連合会／民事法研究会／ 1999

◇調整のうえ，決定することとし，可及的速やかに建
設するものとする。
WR ／原子力白書／内閣府原子力委員会／大蔵省印刷局／ 1982

◇プログラムはＩＯＣが作成する。これにはオリンピッ
ク競技のみを含めるものとする。
YB ／ 2008 ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!

ものなら 1 〔接続助詞/条件/用言連体形〕
◇できるものなら、ふたりとも殺してやりたいくらい。
BK ／ハンマー・オブ・エデン／ケン・フォレット／小学館／ 2000

◇園主とどうにかなれるものなら、瞳子さんは僕とこ
うなるよりそっちを選んだに違いないのだから。
PM ／ＩＮＰＯＣＫＥＴ／村山由佳／講談社／ 2001

BK ／植物巡礼／ F・キングドン・ウォード／岩波書店／ 1999

◇働けるものなら働きたい！
！
◇社長自身の処分について「なぜ辞任ではないのか」
と問われると、「私の責任は免れるものではない。
PN ／毎日新聞／山中純枝／毎日新聞社／ 2002

◇もちろん気持ちはコントロールできるものではない
ことはわかっていますが、
YC ／ 2005 ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!

ものではない 2 〔認識モダリティ助動詞/感慨/動詞た
形〕
◇こうした与力の衆は織田家の戦さなら共闘するが、
羽柴家の行政になるとどこまで頼りになるか分った
ものではない。

YC ／ 2005 ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!

ものなら 2 〔接続助詞/仮想/動詞意志推量形〕
◇うっかり寝坊でもしようものなら、なにかあったの
かと隣りのおじさんおばさんが覗きに来る。
BK ／金子信雄の楽しい夕食／金子信雄／実業之日本社／ 1991

◇意見しようものなら、子供のようにつむじを曲げて
しまう。
PM ／ＣＯＳＭＯＰＯＬＩＴＡＮ／磯部安伽／集英社／ 2003

◇建物の外に一歩でも出ようものなら、容赦なく降り
注ぐ紫外線
YB ／ 2008 ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!

BK ／豊臣秀長／堺屋太一 ／ PHP 研究所／ 1985

◇まんまと上前を撥ねるなど、到底できたものではな
い。
PM ／オール讀物／佐藤賢一／文藝春秋／ 2002

◇現実問題で髪は短くしていくべきだと思うよ、目を
つけられたらたまったものではないと思う。
YC ／ 2005 ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!

ものの〔接続助詞/逆接/用言連体形〕
◇演奏はしなかったものの、伝説的なテナー・サック
ス奏者ハンク・モブレーと握手したばかりだ。
BK ／スイングジャーナル青春録／中山康樹／径書房／ 1999

◇我が国のシェアは，輸出で４．７％と低いものの，輸
入では，９．１％と高い。
WR ／通商白書／経済産業省通商政策局／大蔵省印刷局／ 1995

ものではない 3 〔義務モダリティ助動詞/勧告/動詞基
本形〕
◇「夢のないことを言うものではない」というお叱り
の声がどこからか聞こえてきそうですね。

◇ダウン１００％（純粋）というわけではない安物で
す。とはいうものの、大事に使いたいところです。
YC ／ 2005 ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!

BK ／よく解るニッポン崩壊地図入門／—田明典／夏目書房／ 2000

◇アーミテージ氏は日本のオーナーというわけではな
いのだから、次から次へとせかすものではない。
PN ／朝日新聞／由利英明／朝日新聞社／ 2003

◇そういうことはベラベラ口に出すものではないのよ、

ものを 1 〔接続助詞/想定外/用言連体形〕
◇それならば初めから愛想よく挨拶すればいいものを、
そう簡単にできないのがこの年頃の厄介なところな
のだ。
BK ／花の寝床／松本侑子／集英社／ 1999

YC ／ 2005 ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!

◇年上のものまで従える。奇妙な才能を持っている。
そのままつづければいいものを、また変わる。
ものとする〔義務モダリティ助動詞/義務/動詞基本形〕
◇規定に係る監督に当たっては、次に掲げる事項に留

PM ／小説宝石／浅黄斑／光文社／ 2001

◇ベストの本予算をあらかじめつくっておけば一回で

も
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済むものを、ころころと政策転換を行い、何度も予
算を出してくる。
MD ／衆議院 (1998) ／国会会議録

ものを 2 〔認識モダリティ文末辞/想定外/用言連体形〕
◇友里恵もそんなに好きなら握手くらいしてもらえば
いいものを。もって生まれた恥ずかしがり屋の性格
が彼女を躊躇させたのだろうか。
BK ／ダディ／郷ひろみ／幻冬舎／ 1998

◇別格扱いしすぎたか？ そうですね。移動なんかも
含めて、他の選手と一緒にしとけばよかったものを。
PM ／週刊プレイボーイ／金村義明／集英社／ 2001

◇ＹＡＦＯＯと名乗って、偽者が捕まっていましたね。
その知識を正常なものへ働かせたら、良いものを。
YC ／ 2005 ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!

も
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や
や否や〔接続助詞/継起/動詞基本形〕
◇リアドアが開くや否や、二の腕を乱暴に—まれ引き
ずりおろされた
BK ／人妻秘書／龍島穣／フランス書運 2001

◇子供は眠っている姿は天使のように可愛いが、起き
るや否や事情は急変する。
PM ／週刊文春／内田康夫／文藝春秋／ 2002

◇こちらの姿を見つけるや否や、すごい勢いで飛び掛っ
てこようとするので
YC ／ 2005 ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!

やに〔格助詞/内容/節〕
◇しかも大変なお節介焼きで歯に衣きせぬお言葉も多
いやに聞きます
BK ／峠の群像／堺屋太一／日本放送出版協会／ 1982

◇中国との国交正常化の準備に着手したやに見受けら
れたが，
WR ／わが外交の近況／外務省総合外交政策局／大蔵省印刷局／ 1981

◇東京共同銀行は解散といいますか存続しなくなると
いうのがあったやに記憶しておりますが、
MD ／衆議院 (1995) ／国会会議録

や
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ゆ
1

ゆえに 〔接続助詞/理由/体言、用言連体形〕
◇そしてそのゆえに、多数の幕末の志士が、この正気
歌を愛唱してやまなかったのである。
BK ／大公望 ／芝豪／ PHP 研究所／ 2000

◇大正製薬は首位であるがゆえに、市場の冷え込みの
影響をモロに受けた格好だ。
PM ／週刊東洋経済／片平秀貴／東洋経済新報社／ 2004

◇あまり名を知らぬ投手ゆえに、押し出しを予感した
のだろう。
YB ／ 2008 ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!

ゆえに 2 〔接続詞/理由/〕
◇戦を知らぬな。ゆえに、なんじらを討ちとることに
なるが、戦の掟ゆえ、怨むでないぞ。
BK ／大公望 ／芝豪／ PHP 研究所／ 2000

◇黒田はその可能性を秘めていると思う。ゆえに、い
ま現在は阪神になくてはならない
PM ／週刊ベースボール／江夏豊／ベースボール・マガジン社／ 2005

ゆ

◇巨人よりも下になってしまうと思われます。ゆえに、
後ろがしっかりしている横浜が上にいくとして巨人
は４位と予想します。
YC ／ 2005 ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!
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よ
要するに〔接続詞/要約/〕
◇要するに、一皮むけば人間は同じようなものと思わ
れていたわけです。

すように。
PN ／西日本新聞／明石信宏／西日本新聞社／ 2002

◇元気な赤ちゃんが生まれますように。
YC ／ 2005 ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!

BK ／赤ん坊にも理由がある／メレディス・F・スモール／角川書店／ 2000

◇そのとき言葉なきは言葉あるに勝るというか、要す
るに黙ってるほうがいい、
PM ／Ｖｏｉｃｅ／尾崎真理子／ PHP 研究所／ 2005

◇要するに言葉とは道具であって「思考が大切」なん
だと思うが。
YB ／ 2008 ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!

ようだ 1 〔認識モダリティ助動詞/推量/用言連体形〕
◇どうしたことか怒りに震える顔を崩さない。よほど
腹に据えかねることがあったようだ。
BK ／龍臥亭事件／島田荘司／光文社／ 1999

◇そういう人は日本だけでなく、ヨーロッパでも増え
ているようだ。
PM ／ｄｒｉｖｅｒ／実著者不明／八重洲出版／ 2003

◇人気がある種目でもチケットは売れないようだ。
YB ／ 2008 ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!

ようだ 2 〔証拠モダリティ助動詞/比況/体言・用言連
体形〕
◇両手を引っこめ、顎の下でぎゅっと握った。いたずら
を見つかった子どものようだ。
BK ／口に出せないから／サンドラ・ブラウン／新潮社／ 2000

◇少しでも役に立とうと一所懸命に働く姿が目に見え
るようだ。
PM ／俳句朝日／遠藤若狭男／朝日新聞社／ 2005

◇小田は苦笑した。まるで自分が叱られているようだ。
YB ／ 2008 ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!

よって〔接続詞/理由/〕
◇領海に接近してはならぬと厳命された。よってイギ
リス艦隊は、チュニジアのビゼルト沖で待機する羽
目となった。
BK ／死闘の海／三野正洋／新紀元社／ 2001

◇天皇皇后のお写真は洋装で、西洋の故実にならった
もの。よって向かって右が男雛、左が女雛が正しい
―と。
PM ／ＮＨＫおしゃれ工房／土屋典子／日本放送出版協会／ 2003

◇全会一致と認めます。よって、本決議案は全会一致
をもって本委員会の決議とすることに決定いたしま
した。
MD ／参議院 (1986) ／国会会議録

より仕方がない〔認識モダリティ助動詞/不可避/動詞
基本形〕
◇ノイローゼだと笑われるだけだった。 結局、自分
で治すより仕方がない。
BK ／くれなゐ／渡辺淳一 ／集英社／ 1979

◇負けても地獄。ならば勝つより仕方がない。
PN ／／毎日新聞／毎日新聞社／ 2001

◇これは学術の向上にまつより仕方がない。
MD ／衆議院 (1993) ／国会会議録

よりほかない〔認識モダリティ助動詞/不可避/動詞基
本形〕
◇農産物輸入の自由化を進めるよりほかない、という
意見が強くなっている。
BK ／豊かなアジア、貧しい日本／中村尚司 ／学陽書房／ 1989

1

ように 〔伝達モダリティ文末辞/要求/用言基本形〕
◇卵や幼虫にじかにさわらないように。ビニルの手ぶ
くろなどをはめてチェックするとよいでしょう。
BK ／カブトムシ・クワガタムシ／学習研究社／学習研究社／ 2001

◇煮物などヘルシーなものをたくさん食べるように。
PM ／ｗｉｔｈ／石川恵理／講談社／ 2003

◇海外旅行の案内サイトとかに乗ってますから、事前
に調べて、空港とかで買っていくように。
YC ／ 2005 ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!

ように 2 〔伝達モダリティ文末辞/祈願/用言基本形〕
◇セリーナは祈った。ああ、どうか私の間違いではあ
りませんように。
BK ／プリンセスにお手上げ／新井ひろみ／ハーレクイン／ 2001

◇眼下に広がる阿蘇谷を埋め尽くす雲の海に出合えま

◇高級化、多様化というふうなことで対応していくよ
りほかないと思うわけでございます
MD ／衆議院 (1977) ／国会会議録

よ
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わ
わけがない〔証拠モダリティ助動詞/否定/用言連体形〕
◇たとえ恋に落ちても、成就するわけがない。
BK ／猟犬検事悪行／南英男／勁文社／ 2000

◇江戸より景気の悪い上方へいったからとて、通用す
るわけがない、といいたかったのであろう。
PM ／日経ベンチャー／加来耕三／日経 BP 社／ 2002

◇真夏の海に巨乳な藤枝さんを男共が放っておくわけ
がない。
YB ／ 2008 ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!

◇子供のころから小太りの筆者、
「年頃になればやせる
わよ」といわれて育つが、そうならない。
PN ／朝日新聞／川村二郎／朝日新聞社／ 2003

◇あんた、辰っちゃん落ち込んでいたわよ。今の若い人
にあんまりがみがみ言わない方が良いのじゃない？
YB ／ 2008 ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!

わりに〔接続助詞/対比/用言連体形、た形、連体助詞〕
◇制作をやる人間は絶対的に少ないんだよ。苦労が多
いわりには見返りが少ないといって。
BK ／動く家の殺人／歌野晶午／講談社／ 1989

◇自分から望んで始めたわりにはいい加減で
わけだ〔証拠モダリティ助動詞/結論/用言連体形・た
形〕
◇バスケ界の常識を知らない私に原因があった、とい
うことなわけだ。
BK ／テレビ消灯時間／ナンシ−関／文藝春秋／ 1999

◇「候補者の入れ替えはしないとは限らない」と発言
した。土壇場での変更もあり得るというわけだ。
PM ／サンデー毎日／サンデー毎日編集部／毎日新聞社／ 2003

◇ホテル側に何らかリークする動機があったわけだ。
YB ／ 2008 ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!

わ

わけにいかない〔義務モダリティ助動詞/不可能/動詞
基本形〕
◇社長に私を信用させておくためには、しばらく営業
成績を下降させるわけにいかないし。
BK ／プロジェクト花咲く乙女／麻城ゆう／エニックス／ 2001

◇Ｗ杯は世界中のファンのための大会なんだから、日
本人だけに見せるわけにいかない
PN ／産経新聞／江目智則／産業経済新聞社／ 2002

◇県から依頼がないから行くわけにいかない、
MD ／衆議院 (1981) ／国会会議録

わけにはいかない〔義務モダリティ助動詞/不可能/動
詞基本形〕
◇考え方に差が出てきたからといって簡単にさよなら
するわけにはいかない
BK ／ひとり暮らし安心ノート／松原惇子／ユーリーグ／ 1999

◇あなたは自分の弱さの虜になってしまって理性や義
務感を失ってしまっている。私はもう黙っているわ
けにはいかない
PM ／週刊文春／齋藤孝／文藝春秋／ 2003

◇今度の会社も入ってすぐに辞めるわけにはいかない
YC ／ 2005 ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!

わよ〔伝達モダリティ文末辞/断定/節〕
◇「わたし、謝らないわよ」ポリーはきっぱりと言った。
BK ／未婚の母になっても／槙由子／ハーレクイン／ 1999

PM ／週刊文春／十朱幸代／文藝春秋／ 2003

◇藤沢台の公団って不便なわりに家賃高いですよね。
YC ／ 2005 ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!
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を
を介して〔格助詞/仲介・手段/体言〕
◇私は、ある人物を介して、中国政府と大きな取引き
をするつもりなのです
BK ／龍の契り／服部真誠新潮社／ 2001

◇例えば、ネットワークを介して仲間を呼び出したり、
PM ／週刊プレイボーイ／モリタタダシ／集英社／ 2004

◇中国系の諸語が、二十一世紀を通して、かなり大き
な影響力をもち続けることは疑いないだろう。
BK ／ことばの歴史／スティーヴン・ロジャ-／研究社／ 2001

◇営業部長、専務時代を通して、松本を支配してきた
基本的な経営ポリシーは、
PM ／ＦＲＩＤＡＹ／大塚英樹／講談社／ 2005

◇四季を通して、目の前に現すあどけない表情。
YB ／ 2008 ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!

◇パソコンを介してお互いに会話してください。
YC ／ 2005 ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!

をして〔格助詞/対象/体言〕
◇そしてこの事実が、イギリス外交当局者をして、日
本市場の有望性を確信せしめ、
BK ／明治維新／遠山茂樹／岩波書店／ 2000

を問わず〔副助詞/無関係/体言〕
◇書物とあれば古今を問わず、東西を問わず、無理算
段をしてでも手に入れて
BK ／ハイカルチャー／芳賀徹／岩波書店／ 2000

◇訪れたお客さまが、季節を問わず、知らず知らずの
うちに集まるのが、囲炉裏端です。
PM ／メイプル／集英社／集英社／ 2001

1

を通じて 〔格助詞/仲介・手段/体言〕
◇こうした体験を通じて、彼は私たちをともに心を一
つにできる仲間として認めるようになったのだろう。

◇バイキング形式で、美味しく、老若男女を問わず楽
しめます。
YC ／ 2005 ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!

BK ／ジャングルで学んだこと／山極寿一／フレーベル館／ 1999

◇災害ボランティアとのシンポジウム等の場を通じて、
平常時からの災害のボランティア団体と地方公共団
体との連携を進め
WR ／消防白書／総務省消防庁／ぎょうせい／ 2001

◇手紙のやり取りを通じて、青年は色々なことを知り
ました。
YB ／ 2008 ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!

を通じて 2 〔格助詞/経過域/体言〕
◇ソ連時代を通じて、非ロシア民族の側から、ソ連の
民族政策に反対する運動は絶えることが無かった。
BK ／岩波講座世界歴史／中井和夫／岩波書店／ 2000

をはじめ〔副助詞/例示/体言〕
◇アクセサリーをはじめ、ベルト、バッグ、靴、帽子、
スカーフなどのファッション性の高い身の回り品を
指す。
BK ／よくわかるアパレル業界／繊研新聞社／日本実業出版社／ 1999

◇芦田さんをはじめ、茶に通じた友人、植物学をやっ
ている友人、農業試験所の友人など、気心の知れた
少人数で、中国雲南省に入りました。
PM ／俳句研究／宇多喜代子／富士見書房／ 2005

◇薬学部をはじめ、全学部に毒劇物の薬品などの管理
徹底を指導した
YB ／ 2008 ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!

◇一年を通じて、沖縄の太陽は強烈な光を放っている。
PM ／婦人画報アシェット／秋山加代／婦人画報社／ 2004

◇全体として、国、公、私を通じて、仮に共通入試と
いうふうなものが実現をする
MD ／衆議院 (1997) ／国会会議録

を通して 1 〔格助詞/仲介・手段/体言〕
◇音楽遊びを通して、個性と豊かな感覚を育む
BK ／こどもがグングン伸びる「音楽あそび」／岩崎光弘／ PHP 研究所／ 2002

◇自然の中でのキャンプ生活を通して、子どもたちに
自立性、協調性などを学んでもらおうと
PN ／京都新聞／出店知之／京都新聞社／ 2001

◇中国が、オリンピックを通して、より開かれた国に
なって欲しいと思います。
YB ／ 2008 ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!

を通して 2 〔格助詞/経過域/体言〕

をはじめとして〔副助詞/例示/体言〕
◇よく乾燥した丸太をはじめとして、あらゆる材木を
引っ張って来た。
BK ／隊長ブーリバ／原久一郎／潮出版社／ 2000

◇確かに中台関係をはじめとして中国問題は大きな外
交上の課題として浮上してくるのは間違いないでし
ょう。
PM ／一冊の本／大澤真幸／朝日新聞社／ 2001

◇女性の参政権も，１９１８年のイギリスをはじめと
して各国で実現し，
TB ／田邊裕 (2005) ／新しい社会歴史／東京書籍株式会社

をめぐって〔格助詞/対象/体言〕
◇いまは国にとってたいせつな時期で、帝位をめぐっ
て一族でもめている場合ではない。
BK ／岳飛伝／田中芳樹／中央公論新社／ 2001

を
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◇核廃絶をめぐって活発に発言を続ける。
PM ／論座／ジョナサン・シェル／朝日新聞社／ 2003

◇ストライクの判定をめぐって主審に暴言を浴びせた
そうで。
YB ／ 2008 ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!

◇そんな国内の沸騰をよそに、松陰吉田寅次郎の長い
獄中生活が始まろうとしていた。
BK ／留魂の翼／古川薫／中央公論新社／ 2000

◇都心部ではオフィスの苦戦をよそに、マンションは
底堅い動きを見せる。
PM ／日経ビジネス／日経ビジネス編集部／日経 BP 社／ 2002

をめぐり〔格助詞/対象/体言〕
◇１０兆円補正予算をめぐり自民党真っ二つの対立。
BK ／小泉は日本を変えられるか／鈴木棟一／ダイヤモンド社／ 2001

◇医局内の教授ポストをめぐり助教授たちの暗闘が描
かれている
PM ／週刊現代／週刊現代編集部／講談社／ 2003

◇中東の某国では宗教をめぐり対立してますよね。
YC ／ 2005 ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!

をもって 1 〔格助詞/時点/体言〕
◇本が出たときをもって、この講義の完結とするといっ
たのは、
BK ／脳を鍛える／立花隆／新潮社／ 2000

◇本調査は、５０年３月１日現在をもって、全国の観
光農林漁業経営の実態を把握し、
WR ／観光白書／国土交通省総合政策局／大蔵省印刷局／ 1976

◇本日をもって、「くいだおれ」が閉店。
YB ／ 2008 ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!

を

をもって 2 〔格助詞/手段/体言〕
◇社会の繁栄のために、鉄の団結をもって、堂々と前
進してまいろうではありませんか」
BK ／新・人間革命／池田大作／聖教新聞社／ 1999

◇事業費１０３億円をもって、津波対策が急務とされ
ている駿河海岸等１１海岸の事業を推進する。
WR ／建設白書／国土交通省総合政策局／大蔵省印刷局／ 1981

◇なおも、文書をもって、陸上幕僚長を通じ各地連に
指示いたします
MD ／衆議院 (2003) ／国会会議録

をよそに 1 〔副助詞/無視/体言〕
◇そんな渡の危惧をよそに、冷酷とさえ言える表情で、
十三郎は言った
BK ／帝都探偵物語／赤城毅／中央公論新社／ 2001

◇後発でバイオ事業に参入して勝算はあるのか。そん
な心配をよそに、トヨタの考えは明確だ。
PM ／経済界／経済界編集部／経済界／ 2002

◇・義父は帰ってきたそうそう、食事の準備をしてい
る義母をよそに「焼肉が食べたいで、食いにいくか
〜！
？」と言ったので、
YC ／ 2005 ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!

をよそに 2 〔副助詞/無関係/体言〕

◇汚れることへの飼い主の不満をよそに、実に犬は気
持ち良さそうに転げまわったりしますよ。
YC ／ 2005 ／ Yahoo!知恵袋／ Yahoo!
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ん
んことを〔伝達モダリティ文末辞/祈願/動詞連用形〕
◇合格を祈っております。健闘されんことを。
BK ／中学生の子を持つお母さんへ／沼秀雄／文芸社／ 2003

◇願わくは天皇の治しめす百済、任那など官家の国が
ともに栄えんことを。
PN ／産経新聞／伊藤憲一／産業経済新聞社／ 2001

んとする 1 〔局面アスペクト助動詞/直前/動詞連用形〕
◇吉親殿が大将として秀吉の先手にかかられ、まさに
一戦が始まらんとする時、
BK ／西国城主／野中信二／光文社／ 2000

◇貴族文化の、今まさに崩れんとする瞬間の、きらび
やかな美しさの結晶ともいえるものです。
TB ／栗原蘆水 (2006) ／書道 ／東京書籍株式会社

んとする 2 〔認識モダリティ助動詞/意図/動詞連用形〕
◇学会が弘めんとする日蓮仏法は、人種、民族、国籍、
性別、年齢等のいかんにかかわらず、すべての人が、
必ず幸福になる
BK ／新・人間革命／池田大作／聖教新聞社／ 2000

◇『声に出して読みたい日本語』。言わんとするとこ
ろは、
PM ／ダカーポ／ダカーポ編集部／マガジンハウス／ 2002

◇両者が嘘を言ってると断じてよい。両者を擁護せん
とする親方衆も同罪ではないか。
YB ／ 2008 ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!

んばかりだ〔認識モダリティ助動詞/程度の強調/動詞
連用形〕
◇最初、ぼくは気も狂わんばかりだった。
BK ／漂々三国留学記／旅山端人／文芸社／ 2002

◇株安の震源地は米国なのに、悪いのは日本と言わん
ばかりだった。
PN ／中日新聞／久留信一／中日新聞社／ 2002

◇この夏の主役はオレだと言わんばかりだった。
YB ／ 2008 ／ Yahoo!ブログ／ Yahoo!

ん

