
はじめに

皆さんはどんな時に辞典を使いますか。どんな漢字を書くのか分からな
いとき、意味が分からない名詞や動詞に出合ったとき、国語辞典は大変役
にたちます。「うっかり j と「つい」の違いが知りたいときには、類義語
辞典を引けば分かります。しかし、いままでの辞典では引けないこともた
くさんあります。たとえば、「せっかく J という語が、「せっかく. . からに
はJ [ " せっかく…けれども」などの形で使われたときには、それぞれどの
ような意味を表すのか、「…にしてからがJ [ " …にしたところで」などが、
どのような発想で用いられるのか、「…ともかぎらないJ[ " …わけではない」
「…にちがいない」などの形式が丈にどのような意味を添えるのか、といっ
たようなことがらは、これまでの辞典では十分な扱いを受けてきませんで
した。
この辞典では、文型を丈や節の意味・機能・用法にかかわる形式という

広い枠組みで捉え、それらが場面や文脈の中でどのように使われるのか分
かるように記述することを試みました。これまでの辞典ではなかなか調べ
られなかったことばを調べたいときやこれまでの辞典ではなかなか得られ
なかった情報を得たいときに、この辞典は威力を発揮します。
この辞典には、 『中・上級日本語教科書文型索引j ( 砂川有里子他編) と

国際交流基金・日本国際教育協会による日本語能力試験 1 ・2級レベルの
出題基準サンプル「文法的な機能語の類」に収められた文型のすべてに新
聞・雑誌・小説・シナリオなどから集めた文型を加えた3000項目の表現が
収録されています。中級レベル以上の B 本語学習者に問題となる文型をか
なり網羅的に集めることができたと言えるでしょう。外国語として臼本語
を学ぶ人にも分かるように、平明簡潔な表現を心がけたほか、以下のよう
な点に留意しました。

(  1  ) 用例によって使い方が分かるよう、できるだけ多くの作例を用意し
た。

(  2  ) 常用漢字以外の漢字は使用しないよう努め、用例の漢字にはルピを
ふった。

(  3  ) 間違いやすい点にも留意してもらうために、必要に応じて解説中に
誤用例を提示した。
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(4 ) 文型の構造・文型の使用場面・類義表現との使い分けなど、日本語
学習に役立つことがらをできるかぎり取り上げた。

(  5  )  1なんて言ったっけ」の「っけJ や「できっこない」の「っこな
い」など、話しことば特有の表現も積極的に取り上げた。

(6 ) 調べたい項目を見つけやすくするために、 150音順索ヲIJ 1末尾語
逆引き索引J 1意味・機能別項目索ヲIJ の3穫の索ヲ| を用意した。

この辞典の構想を立ててから、早くも 8年の歳月が過ぎ去りました。気
まぐれな編著者たちがこの仕事を成し遂げられたのは、多くの方々の支え
と励ましのおかげです。とりわけ、休日返上と残業に明け暮れながらこの
仕事に取り組んで下さったくろしお出版の福西敏宏さんがいなければ、こ
の辞典は完成しなかったでしょう。三戸ゆみ子さん、佐藤陽子さんにも大
変お世話になりました。阿部二郎さんをはじめとする編集協力者、そして
折に触れて相談に乗って下さった友人・同僚たちに心から感謝いたしま
す。
この辞典が、外国語として日本語を学ぶ方々、日本語の教師の皆さん、

そして日本語の使い方に興味を持つ方々のお役に立つことを願ってやみま
せん。

1998年 2月

編著者一同

編著者: グループ・ジャマシイ
砂川有里子( 代表) 駒田聡下回美津子鈴木睦筒井佐代
蓮沼昭子ベケシュ・アンドレイ 森本順子

編集協力者:
阿部二郎小野正樹亀田千里高木陽子成瀬真理守時なぎさ
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あいだ

【あいだ】
1  N のあいだ
a Nのあいだく空間〉

ほんだな あいだ
( 1 ) ステレオと本棚の聞にテレビを

ぉ
置いた。
ふるほんか あいだ

( 2  ) 古本を買ったら、ページの聞に
まんえんさつ

1万円札がはさまっていた。
おおさか あいだ えきぺん

( 3  ) 大阪までの聞のどこかで駅弁

を買って食べよう。
二つの場所・物にはさまれた空間を表
す。両方を示す場合は( 1  )のようにi N
とN のあいだj を使う。
b Nのあいだく関係〉

さいきんふたり あいだ
(  1  ) 最近二人の聞はうまくいってい

ないようだ。
やす せいけっ

( 2  ) そのホテルは安くて清潔なの
りょこうしゃ あいだにんき

で、旅行者たちの聞で人気が
ある。
ふた りけんあいだ かん

( 3  ) 三つの事件の聞にはなにか関
係があるらしい。

「複数の人やことがらの関係の中で」と
いう意味を表す。そこでの状態や動作、
そこで起こる出来事などを述べるのに
用いる。
2あいだく時間>
a …あいだ
[ Nのあいだ]
[Aーいあいだ]
[v-ている/v-るあいだ]

かれ かいぎ あいだ
(  1  ) 彼は会議の間ずっといねむり

をしていた。
かのじよもど あいだきっ

( 2  ) 彼女が戻ってくるまでの問、喫
きてん ほん よ
茶庖で本を読むことにした。

2  

いっしょうけんめいおよ あいだ
( 3  ) 一生懸命泳いでいる聞はい

わす
ゃなことも忘れてしまう。
こ rも ちい あいだ

(4 ) 子供が小さい間は、なかなか
ふうふ がいしゆっ

夫婦での外出ができなかっ
た。
ともこ おおさか あいだげんき

(  5  ) 友子は、大阪にいる聞は元気
とうきょう ひ

だったが、東京に号| っ越したと
からだ

たんに体をこわしてしまった。
わたし ちゃょうい

(6 ) 私たちがお茶の用意をする
ちいだかれ きんちょう ひとこと
問、彼らは緊張して一言もし

すわ
やべらずに座っていた。

ある状態、動作が続いている期間を表
す。後にはその期間中継続する状態や
並行して起こっている動作を表す文が
続く。後の文の述語は、動作を表す動詞
の場合はiV ているJ iV つづける」な
ど継続の意味を表す形になる。
( 誤) 私が勉強している問、弟は遊ん

だ。
( 正) 私が勉強している問、弟は遊んで

し〉た。

過去のことについて言う場合はiV-てい
た/ A かった あいだj の形も用いら
れる。
( 例) 彼はドイツに留学していた問、ス

ウェーデン人の女の子と一緒に生
活していたらしい。

b  ...あいだに
[ Nのあいだに]
[Na なあいだに]
[A-いあいだに]
[v-ている/v-る あいだに]

るすあいだ はい
(  1  ) 留守の聞にどろぽうが入った。

じ U  あいだ いちど
( 2 )  4 時から 5 時までの聞に一度
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でんわ
電話をください。
かぞく ね あいだいえ

(3 ) 家族がみんな寝ている聞に家
で

を出ることにした。
にほん あいだいっしょ

(4 ) リサが日本にいる聞に一緒に
りょこう ぎんねん
旅行したかったのだ、が、残念

ながらできなかった。
わたし あ あいだ

(5 ) 私がてんぷらを揚げる聞に、
はは すものみそ

母はおひたしと酢の物と味噌
しる つく
汁まで作ってしまった。

にほん口んりょこうしや すく

(  6) あそこも日本人旅行者が少な
あいだ
い聞に行っておかなし止、きっ

かいはつ にほんじん

とすぐに開発されて日本人だ
らけになるだろう。
そぼ げんきあいだ はなし

( 7 ) 祖母が元気な聞にいろいろ話

を聞いておこう。
ある状態・動作が続いている期間を表
す。後にはその時間内に行われる動作、
起こる事態などを表す文が続く。後の文
の述語は動詞で、 「ーするJI  しはじめ
るH になるjなど、継続を表さない形
になる。
( 誤) 授業の聞にずっとおしゃべりをし

ていた。
( 正) 授業の聞に 3回質問をした。
過去のことを言う場合は「ーたあいだ
に」の形も用いられる。 (5 ) のように、前
と後ろの動作主が異なる場合は、二人
が同時に並行して動作を行うという意
味になる。

【あいまって】
→ [とあいまって】

あいまってーあえて

【あえて】
1あえて
( 1 ) 私はあえてみなさんに規則の

みなお ていあん おも
見直しを提案したいと思いま

す。
だれ たす

(2 ) 誰も助けてくれないかもしれな

いが、それでもあえてこの計画
U っこううつ おも
は実行に移したいと思う。
は日しの ぎ

(  3  ) 恥を忍んであえてお聞きしま
いま はなし なん

すが、今のお話のポイントは何

だったのでしょうか。
はんかん か しょうち

(4 ) 反感を買うのを承知であえて
い かれ しごと
言いたいのは、彼らにこの仕事
まか おお
を任せるのはリスクが大きいと
いうことだ。

(5 ) これができるのはあなたしか
ふたん

いないから、負担をかけること
ねが

はわかっていても、あえてお願
いしているのです。

「言う/ 提案する/ お願いする」などの
発言を表す動詞や「やる/ 実行する」な
どの動詞を伴って、「そうすることは他の
人の反感を買ったり困難や危険を伴っ
たりするが、それでも自分はそうしたい、
そうするべきだ」という意味を表す。自分
の意見を強く述べたり自分の考えを打
ち出したりするのに用いられる。
2あえて v-ぱ

はんたい しょうち
( 1 ) 反対されるのを承知であえて

い けいかくひやくがい

言えば、こんな計画は百害あ
いちり

って一利なしだ。
しょうしようい

(  2  ) 少々言いにくいことなのです

3  
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あがる

が、あえて言わせていただけ
たく こ ほカ》

れば、お宅のお子さんは他の
がっこうか ほう
学校に変わられた方がいいの

おも
ではないかと思うのですが。

えいが せい
(3 ) この映画はあまりストーリー性

せつめい

がないのだが、あえて説明す
ふたくみ

れば、二組のカップルがあちら
たぴ まわ い さきざき

こちらを旅して回り、行く先々
ロけん お

で事件が起こるというものだ。
ほうしん

(4 ) まだこのプロジェクトの方針は
ぱ〈ぜん
漠然としているのだが、あえて

かんきょうはかい すす
言うとすれば、環境破壊が進

ちいき たい みんかん
んでいる地域に対して、民間
えん口ょ くと

の援助によってそれを食い止

めようというものだ。
「言う/ お話しする/ 説明する」など発
言を表す動詞を伴って、反論・批判を覚
悟の上で発言したいとき、また、的確な
表現が見つからない場合、その前置きと
して用いる。
3あえて…ない

かた はんたい
(  1  ) そのやり方にあえて反対はし

ふまん のと
ないが、不満は残っている。
あいて えら せんせい

(2 ) 相手が偉い先生だからといっ
ひつよう

て、あえてへりくだる必要もな

おや はんたい
(  3) 親に反対されてまで、あえて

かれげっこん おも

彼と結婚しようとは思わない。
いや

(4 ) みんなに嫌がられてまで、あえ
じぷん ぼうしん お とお

て自分の方針を押し通すこと
もないじゃないか。

4  

「する必要もない/ することもない/ しよ
うとは思わない」などの表現を続けて、
そういうことをすると他の人に反対され
たり反感を買ったりするので、わざわざ
そういう危険なことをしようとは思わな
い、あるいは、すべきでない、という意味
を衣す。

【あがる】
1  Rーあがるく上方向〉

かれたあ み
(  1  ) 彼は立ち上がってあたりを見

まわ
回した。

(2 ) 家伝播ってくるなり繕議をこ
あ 口ぷんへ

気にかけ上がって、自分の部
やと
屋に飛び込んだ。
かのりょ お

(3 ) 彼女はライバルを押しのけて、
ぎ

スターの座にのしあがった。
せい口が〈 せんせい

(4 ) 政治学の先生はひたいがはげ
上がっている。
ふゆやす おんぜん

(5 ) 冬休みにみんなで温泉に行こ
けいか〈 も あ

うという計画が持ち上がった。
もう こ にんずう すく

(6 ) ツアーの申し込み人数が少な
かぞ〈づ さんか

すぎるので、家族連れで参加
にんずう ばい

できることにしたら、人数が倍
いじよう あ りょこうがい
以上にふくれ上がって旅行会
しゃ こま
宇土は困っている。
かの口ょ

( 7  ) 彼女はボーイフレンドにプロポ
まあ

ーズされてすっかり舞い上がつ
ている。
じぷん

(8 ) 自分がリーダーになればみん
き

なついてくるに決まっているだ
おもあ か

つて? 思い上がるのもいい加
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げん
滅にしろ。

動詞の連用形に付いて、上の方向への
動作 ・移動、上の方向に向いている状

の意味での比喰的な表現。
2  R-あがるく極端な程度〉

なが あいだあめ ふ

(  1  ) 長い間雨が降らないので、
みずうみひあ
湖も干上がってしまった。
てんいんおとこ っ

(2 ) 底員は男にピストルを突きつけ
あ

られてふるえ上がった。
しか せんせい

( 3  ) ふだんほとんど叱らない先生
せいと

をパカにしていた生徒は、タパ
す み

コを吸っているのを見つかって
おおごえ ち写あ

大声でどなりつけられ、縮み上

がっていた。
はいゅう えんぎ

(4 ) その俳優は、たいして演技もう
まわ ひと

まくないのに周りの人たちにお
じぷんだれ きい

だてられて、自分は誰よりも才
のう あ

能があるんだとのぽせ上がっ

ている。
動詞の連用形に付いて動詞の事態が
極端な程度にまで進むことを表す。限ら
れた動詞にしか用いられない。
3  Rーあがるく完成〉

や

(  1  ) パンがおいしそうに焼きあがっ
た。

いけん と
(2  ) みんなの意見を取り入れて、と

まんぞく りょこう
ても満足のいく旅行プランが

できあがった。
(3 ) スパゲ、ツティがゆであがった

ら、すばやくソースにからめま

す。

あくまで

ちゅうもん ねんがじょう す

(4 ) 注文していた年賀状が刷り
あカ古ってきた。

動詞の連用形に付いてその動作が完
成されることを表す。「編むH 練るH 刷
るjなど、ものが作られることを表す他動
詞に付くのが普通。自動詞の「できるJ
は例外である。

【あくまで】
1 あくまで( も) く意志〉

わたし ほうしんつらぬ

( 1 ) 私はあくまでもこの方針を貫く

つもりだ。
こくれん へいわてきかい

(2 ) 国連はあくまでも平和的な解
げつむ はなあ つづ

決に向けて話し合いを続ける
かんが
考えです。
かれ し そ・ん

(3  ) 彼はあくまでも知らぬ存ぜぬで
お とお
押し通すつもりらしし〉。
かのじよ

(4 ) 彼女があくまでいやだと言い

張ったので、他の候補を探さ

なければならなくなった。

意志的な行為を表す動詞が続き、どん
なに困難でも、いくら反対されても、思っ
たことをやろうという強い決意を表す。か
たい表現。
2 あくまで( も) く主張〉

わたし いまもう あ
(  1  ) 私が今申し上げたことはあくま

しあん
でも試案ですので、そのおつも

りで。
ぎ
な
す
過
は
に
で
弘一一一酬の

刊
想
品
川

り
理
例
会
目

も
か
可
で
ふ
不
合。+。

以
仇
現

は
止
実
れそ
ず

nノ“

しコカコ。
いえ かりす

(3 ) この家はあくまでも仮の住まい

5  
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50音順索引

50音順索引
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50音順索引

あ

あいだ一一一---------一一一 2
あいだに一一一一一一一一 2
あいまって →とあいまって
あえて一一一一一一一一一- - 3  
あえて ない一一一一一一 4
あえて… If-----一一一一一一一一 3
あがる一一一一一一一一 4，5
あくまで一一一一一一一一一一- - 5  
あくまで(も) 一一一一一一- - 5，6  
あげく一一一一--------------- 6  
あげくのはてに( は) 一一一 6
あげるー一一一一一一一一一 7
あたかも一一一一一一一一 7
あっての-----一一一------------ 8  
あと一一一一一一一一- - - 8，9  
あと+ 数量詞一一一一一一 9
あとから一一一一一一一一一一一 10
あとで--------------ーー一一ー 10
あと で/ に一一一一一一 9
あとは…だけ一一一一ー --10
あまり一一一一一一一一一 11
あまり/ あんまり ない 11
あまり( に) ーー一一一一一 12
あまりに(も)ー一一- -・ E・----11
あまりに( も) ..とー一一一 12
あまりの… に/ で一一一 11
あらためる一一一一一一一 12
あるいは一一一一一一一一一 13
あるいは. あるいは一一ーは
あるいはーかもしれないー 14
あるのみだ一一一一一一一一 476
あるまじき. だ一一一一一 14
あれで一一一一一一一一一 15
あれでも一一一一一一一一一一 15
あんまり一一一一一一 15，16
あんまり. . ない一一一一一一 15
あんまり( にも) 一一一一一 11
あんまり( にも) …と一一 12

し、

し通し'--司令一一一一一一一一一一 16，17
いいから/ いいよ一一一一一 17

658 

いう一一一一一一一一一ー 18
いうまでもない一一一一一 20
いうまでもないことだが --20
いうまでもなく一一一一一 21
u、語、一一一一------一一一一一 21，22
いか+ 数量詞一一一一一一一一 21
い均九ミ一一一一一一一一一一一 22
いがいに…ない一一一一一一 22
いかだ一一一一一一一一一一一一一 21
いかなる一一一一一一一一22
いかなる. でも一一一一一 22
いかなる…とも一一一一一一一 23
いかなる. . ( + 助詞) も --22
いかに一一一一------------一一-23
いかに.か一一一一一一一一一一 23
いかにりても一一一一一---23
いかに. といっても一一一一 24
いかに. とはいえー一一一一一 24
いかにもー一一一一一一一一一一一 25
いかにも. そうだ一一一 25
いかに…ょうと( も) 一一一 24
いかにも 。らしい/ . . .そう
だ一一一一一一一一一一一一一一 25
いかん一一一一一一一一一 25
いかんで一一一一一一一一一一一 26
いくら一一一一一一一一一一一一 26
いくら. からといって( も)

--27 
いくら. たところで一一一 28
いくら. ても一一一一一 27，274
いくら といっても一一一 27
いくらでも 一一一一ー一ー 26
いくらなんでも一一一一一 28
いくらも" ない一一一一一一一 26
いけない →てはいけない、
なくてはいけない、なけれ
ば2
いご一一ー一一一一一一一一一 28
いささか一一一一一一一一 28
いささかも“ない一一一一 29
いざしらずー一一一ー一一 29
いざとなったら一一一一ー 349
いざとなるとー一一一一一 351
いざとなれば一一一一一一一 352
いじよう一一一一一一一一 29，32
いじように一一一一一一一一一 30
いじようの. 一一一一一一一-29
いじよう( の) + 数量詞/ …

一一一一一一一一ー 32
いじよう (は)一一一一一一---31
いずれ一一一一一一- - - 32，33 
いずれにしても一一一一一一 32
いずれにしろ一一一一一一 33
いずれにせよ一一一一一一一一 33
いずれも一一一一一一一一 33
いぜん一一一一一一一一ー 34，35
いたって →にいたる 3
いたっては →にいたる 4
いたっても →にいたる 5
いたり一一一一一一一一一一一一 35
いたる →にいたる
いちがいに…ない一一一一 36
いちど一一一一一一一一一一---36
いちど 。と/ ーたら -----36
いちど 。ば/ . . . たらー--36
いつかー一一一一一一一一-36
いつか…た一一一一一一一 37
いつかの. 一一一一一一一 37
いつか( は) 一一一一一一一一 37
いっこうに一一一一一一一 37
U冶っさしミ一一一一一一一一一一--- 38 
いつしか--------一一一一一一一 38
いっそ一一一一一一一一一一一--38
いったい一一一一-----------39
いったらありはしない →と
いったらありはしない
いったらない →といったら
ない

いったん. と一一一一一一一一 39
いっぽうーーー ー一一一一一 40
いっぽうでは…たほうでは40
いない一一一一一一一一一 41
いまからおもえば一一一--61
いまごろ一一一一一一一一 41
いまごろ ...ても/...たとこ
ろで一一 一ー一一一一 41

いまごろになって一一一一一 41
いまさら一一一一一一一一一一一 41
いまさら…たところで一一 41
いまさら でも一一一一一一一 41
いまさらながら一一一一一一 42
いまさらのように一一一一一 42
いまだ一一一一一一一一一 42
いまだにー一一一一一一一 42
いまだ( に) …ない一一一 43
いまでこそ一一一一一一一一一 43
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いまとなっては一一一一 350
いまに一一一一一一一一一一 43
いまにも一一一一一一一一 44
いまや一一一一一一一一一一一一 44
いらいー-------一一一一一一一一-44
いわば一一一一一一一一一一一一 45
いわゆる一一一一一一一一一一一一 45

つ
うえ一一一一一一一一一一一一 46
うえ( に) 一一一一一一一-47
うち一一一一一一一一一一一一一一 47
うちが一一一一一一一一--50
うちに一一一一一一一一一一 48
うちにはいらない一一一 -48
うちは一一一一一一一一一--49
うるーー 一 -----一一一一一-50

え

える一一一一一一一一一一一一一--50

お

おいそれと( は) ない --54
お. いたす一一一一一一---51
お…いただく一一一一 ---51
お…ください →お h くださ
る

お. くださる一一一一一一一一 51
おーする ーー一一一一一一一一 52
お.. .です一一一一一一一一一一--52
お" なさい →なさい
おーなさる一一一一一- 52，53 
お. になるー一一一--53，411
お. ねがう一一一一一一---53
おいてーー一一一一一一一一 54
おうじて →におうじて
おかげだ →のは. だ 4
おかげで一一一一一一一---54
おきに一一一一一一一一一-55
おそらく一一一一一一一一一一一%
おそれがある一一一一一一一一 56
おなじ一一一一一一一一一一一---56

おなじ. る なら/ のだった
ら一一一一一一一一一一一一一一 56

おぼえはない一一一一一 -56
おまけに一一一一一一一一一一 57
おもうー一一一一一一 57，59
おもえば一一一一一一一一一一 61
おもったものだから一一一 596
おもったら一一一一一一一 62
および一一一一一一一一一一一一一 62
おり一一一一一一一一一一 62
おりから一一一一一一一一 63
おりからの一一一一一一---63
おり (に)一一一一一一一一一一 62

カ=

か一一一一一一一一一一一一一一一 63
か“か一一一一一一一一一 63
か. かで一一一一一一一一一一 64
かーないか一一ー一一ー一 -65
か ない( か) 一一一一一一 65
か+ 疑問詞+ か一一一一一 64
iJさ一一一一一一一一 66，67， 68， 69 
が…だから---------一一一一 66
治宝. だけに --------------67，193 
が…だとすれば一一一一一一 344
が. てほしい一一一一一一- - 527 
が…なら…( が) 一一一一---68
がなら . はだ一一一 40ヨ
がなら日も. だー- - 68， 403 
が. に/ から ...られるー

ーー一- 633 
が. に( よって) …られるー

------ 633 
が. .に. . .られる一一一- - - 633 
が . にを させる一一 130
が…に…を…られる一一 634
が/ . . . のがやっとだ匂ω5
iJぎ h みえる一一一一一一- - 555 
が. られる一一一一一- - - 632 
が…を. . させる一一一一 130
が. . . を/ にーさせる 130
が…を…みせる一一一一一 5ω
か、あるいは----------一一ー 13
かい一一一--------------------69
カさい一一一一一-------------------69
がいし、一---------一一一一一 17

50音順索引

かいがある/ ない一一一 69
かえって一一一一一一一一一 70
かえる一一一一一一一一一一一一一 70
かおをみせる一一一一- - - 559 
がかり一一一一一一一一一一 71，72
がかる --------------------------72
かぎり一一一一一一一一一一 72，73
かぎりが ある/ ないーーー 72
かぎりなく にち語、い一一ー 72
かぎりに →をかぎりに
かぎる一一一一一一一一一 74
かくして一一一一一一一一一一一 75
かくて →かくして
かけ一一一一---------一一一一一一 75
かける一一一一一一一一一一 75，76
がさいごー一一一一一一一一 76
がする一一一一一一一一 155
がたい一一一一司一ー一一一 77
かたがた一一一一ー一一一一一一 77
かたわら ー ーー一一一ーー 77
がち一一一一一一一一一---------78
かつー一一一一一一一一 78，79
かつて一一一一一一一一一一一 79
がてら一一一一一-----------79
かというと一一一一一一--80
かといえば→かというと
かどうか一一一一一一一一一-64
かとおもうと一一一一一- - - 81 
かとおもうほど一一一一一 316
かとおもうまもなく →とお
もう 8

かとおもえば一一一一一一一 317
かとおもったら一一一一- - - 81 
かとなると一一一一一一 351
かとなれば一一一一一一一一 352
かなーーーー 一 一ー- - 81 
がな一一一一一一一一一--82
がないでもない一一一一 372
がなくもない一一一一一- - 382 
かなにか一一一一一一一ー 389
かならず一一一一一一一---82
かならずしも ない一一---82
かなんか一一一一一一一一一一 413
かにみえる一一一一一一- - 557 
かねない一一一一一一一--83
かねる一一一一一一一一一---83
かのごとき →ごとし
かのごとし一一一一一一一一 115
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50音願索引

かのよう →ょうだ 1 b  
かのようにみえる一一- - - 557 
がはやいかー一一一一一一一一- - 84 
古河ましい一一一一一一一一 526
がほしいんですが一一一 527
古さまま一一一--------------- 552 
治まみえる一一一一一一- 555，557 
かもしれない一一一一一- - 84 
かもわからない一一一一--86
か( も) わからない一一一--86
がゆえ一一一一一--- - - - - - - 608 
がよかろう →よかろう
から一一一一一一- - 86，87，88 
からー .にいたるまで一一一--87
から. にかけて一一一一 430
から.. .まで一一一一一一司 87，545
からある →から 1 - 9  b  
からいい一一一一一一一一一一一-89
からいい治宝一一一一一一-89
からいいようなもののー--89
からいう- - - - - -一一一一一--90
からいうと一一一一一一一一--90
からいえば→からいう
からいったら →からいう 1
iJ、らしミって------一一一一一一--90
からか/ ..せいか/ . のかー

--66 
からが →にしてからが
からこそ一一一ー一司 ---90 
から したら →からする 1
から して一一一一一一一匂91
からする一一一一一-----・ E・----91
からすると一一一一一一一---91
からすれば→からする
からだ一一一一一一一一一- - 88 
からって一一一一一一一一一一一-92
からでこそ →それでこそ
からでないと →てから 2
からでなければ→てから 2
からといって一一一一一--92
からといって+ 否定的表現 92
からとおもって一一一一一 317
からとて一一一一一一一一一一 346
からなる-------------一一一 409
からには一一一ー一一一---------92
からみたら →からみる 1
からみて- - ------一一一一一93
からみる- - - - - -一一一一一一93
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からみると一一一一一一一一--93
からみれば→からみる
がり →がる
かりそめにも一一一一一一--93
かりに一一一---------一一一---93
かりに ...たら/ ば-----93
かりに ...ても/ … としても

--94 
かりに 。とすれば/ …とし
fこら---------一一一一一一 94
かりにも一一---------一一--94
かりにも .ーなら/ …いじよ
うは一一一一一一一一--95

かりにも+ 禁止/ 否定の表
現一一一一一一一一一一一一 94
カぎる司ー一一一一ー一一一一一一 95
かれ一一喝一一一一一一一一-96
かろう一一一一一一一一---96
かろうじて一一一一一一一一--96
かろうじて. . . た --------------96
かろうじて…ている一一---97
かろうじて. . .る .一一一一 97
かわき りに →をかわきりに
かわりに一一一一一一一一・ 97

き
きく →ときく
擬態語+ と一一一一一一 292
きっかけ一一一一一一一一一---98
きっと一一一一一一一一一一一一--98
ぎみ一一ー一一一一一一一一一一 98
疑問詞 か一一一一一一---65
疑問詞( + 格助詞) + なりと

一一一一一 409
疑問詞+ かというと一一一--80
疑問詞 .かとおもったら 317
疑問詞( + 助詞) + ともなく

一一一一一一一 361
疑問詞( + 助詞) +も--- 575 
疑問詞+ . . . たら. . のか- - 207 
疑問詞…ても一一一 274，275
疑問詞+ にしたって一一一 437
疑問詞+ にしても一一一斜。
疑問詞..のだ---------一一 466
疑問詞. ーのやら一一一一 607
疑問詞 +...11...のか一一 482

疑問詞+も一一一一一一一一- - 575 
疑問詞+やら一一一- - - - - - 607 
疑問表現+ だい一一一一 181
極端な事例+ も一一一- - - 573 
きらいがある一一一一一--98
きり一一一一一一一一一一一一一一 99
きる一一一一一一一---99，1∞
きれない一一一一一一一 1∞
きわまりない一一一一一 l∞
きわまる →きわまりない
きわみ一一一一一一一一一 I∞
きんじえない →をきんじえ
ない

く
くさい一一一一一一一一一一一一 101
くせ一一一一一一一一一 101
くせして一一一一一一一 102
くせに一一一一一一一一 101
ください →てください
くださる →てくださる
くもなんともない一一一 422
くらい 102，103， 104， 105， 106 
くらい... . .はないー一一一一 103
くらいだ一一一一一一一ー 104
くらいだから一一一一一 104
くらいなら一一一一- - - - - - 103 
くらいの. しか ないー 105
くらべる →にくらべて
くれ →てくれ
くれる →てくれる
くわえて一一一一一一一一 106

tt 
げ一一一一一一一一一一- 106 
けっか一一---------一一一一 107
けっきょく一一一一一一 107
けっして ない一一一一一 108
けど一一一一一一一一一ー 108
けれど一一一一一一 108，109
けれども一一一一一一一 109
げんざい一一一一一一一一一 110
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もー

こういうふう一一一一- - - 5ω 
ごしーー一一一一一一一一一一一 110
こしたことはない →にこし
たことはない
こそ一一一一一一一一一一 110
こそ…が一一一一一一一一一 111
こそ あれ/ すれ一一一 111
こと一一一一一一一ー 111，112，113
こと/ ...ところ からー---87
ことうけあいだ--------一一 113
ことか一一一一一一一一一一一一 113
ことカ£ある一一一一一一 114
ことができる一一一一一 115
ことこのうえない- - - - -一一 115
ごとし一一一一一一一一一一一一 115
ことだ一一一一一一一一一一 116
ことだから--------一一一ー 116
ことだし一一一一一一一一一一 117
ことだろう一一一一一一一一一 117
ことで一一一一一一一一ー 118
こととおもう一一一一一一 118
こととしだいによって- - - 140 
こととする一一一一一一一一 341
こととてー一一一一一一一一一一 118
ことなく一一一一一一一一一一 118
ことなしに一一------------- 119 
ことにー一一一一一一一一一一一ー 119
ごとにーー一一一一一一一 119
ことにしている------------ 120 
ことにする一一一一一一一一 120
ことになってしミる一一一一一 121
ことになる一一ー一一一ー 121
ことには一一一一一一一一 122
ことによると/ ばあいによる
と一一一一一--------一一 458

ことは .iが一一一一一一一一 122
ことはない一一一一一一一一一一 123
ことはならないーー 一ー 123
このたび一一一一一一一一 123
このぶんでいくと一一一 513
このぶんでは一一一一一 513
こむ一一一一一一一一一一一一一 124

これ/ それまでだ- - - - - - 549 
これいじよう て一一一一一 31
これいじよう…ば一一一一一 30
これいじょう は+ 否定的表
現一一一一一一一一一一 31
これいじよう+ 修飾匂+ . . . は
ーないー一一一一一一一一一一--30
これだけ のだから一一 192
これだと一一一一一一一 124
これでは一一一一一一一 125
これといって…ないー- - - 306 

さ

きあ一一一一一一一一一 125
きい------一一一一一一一一一ー 125
さいご→がさいご
最小限の数量+ も…ない 574
さいちゅう一一一一一一 126
さえ一一一---------一一一 126
さえ . たら/ ば一一一 127
さしあげる →てきしあげる
さしっかえない一一一一一 127
さすが一一一一一一一一一一一 127
さすがに一一一一一一一一一 127
さすが( に) . だけあってー

ーー 128
さすがに…だけのことはある

-- 128 
さすがの…も一一一一一一 129
させてあげる一一一一一一 131
させておく一一一一一一 131
させてください一一一一 131
させてほしい( んだけれど) ー

-- 528 
きせて もらう/ くれる 131
させられる一一一一一一 132
させる一一一一一---- - - - - - 129 
さぞ. ことだろう →ことだ
ろう
さっぱり一一一一一一一一一一 132
さっぱりだ一一一一一一一一一 132
さっぱり. ない一一一一一一 132
きて一一一一一---------- 司133

ごらん一一一--------一一一 124 さて. . . てみると一 一 133 

50音順索引

さも一一一一一一一一一一一一一 133
さらに一一一一一一一一一一一一 134
さることながら →もさるこ
とながら
ざるをえない一一一一一 134
されている →とされている

し
し一一一一一一一一一一一一一一 135
し、. から一一- - ・ E・-一一 136
し、それに一一一一一一 135
しいしい-----------一一一一 136
しか一一一一一一一一一一一一一一 136
しか. ない一一一一一一 136
しかし一一一一一一一一一一一一 138
しかしながら--- - -一一一一一 138
しかたがない一一一一一 138
しかも一一一一一一一一一一ー 139
しだい一一一一一一一一 一 139
しだいだ一一一一一一一一 139
したカ誓って一司 一一一一 140
じつのところ一一一一一 141
じつは一一一一一一一一 140
じつをいうと---------一一 141
して →て
しないで →ないで
しなくて →なくて
しはする一一一一一一一一 142
しまつだ一一一一一一一一 142
じゃあ一一一一一一一一一一一一 143
じゃ( あ) 一一一一一一一一 143
じゃあるまいし一一一一 136
じゃない一一一一ー ー 143 
じゃなしミカミ一一一一一一 143，144
じゃないがーーー一一一一 144
じゃないだろうか一一一 145
じゅう一一一一一一一一一一一一 145
しゅんかん一一一一一一 145
じよう一一一一一一一一一一一一 145
しょうがない一一一一- - - 146 

す

これ/ それ/ あれ いじよう さほど一一一一一一一一一 133 ず一一一一一一一一一一一 146
一一 30 さほど. ない一一一一一一 133 ず、. ず一一一一一一一 146
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50音順索引

数詞/ なん/ いく とおりー
一一一一 319

数量詞+ あまり一一一一一一一 12
数量詞+ いか一一一一一一一一 21
数量詞+ いじよう一一一一 29
数量詞+ がかり一一一一一一一 71
数量詞+ から一一一一一一一- - 88 
数量詞+ からある/ からす
る一一一一一一一一一一一一一一- 88 

数量詞+ からの…一一一- - - 88 
数量詞+ くらい一一一一 102
数量詞+ する一一一一一 154
数量詞+ と一一一一一一 292
数量詞+ と…ない一一一一 292
+ 数量詞+ にたいして- - - 443 
+ 数量詞+ にたいする. . 443 
+ 数量詞+ について一一 445
+ 数量詞+ につき一一一 446
数量詞 4 ばかり一一一一一 492
数量詞+ ほど一一 ー- 528 
数量詞+ も一一一一一- - - 574 
数量詞+ もーか一一一- - - 575 
数量詞+ もーない一一- - - 574 
数量言H も ..ば/...たらー

-- 575 
数量詞+ や+ 数量詞一一 601
すえに一一一一一一一一 147
すがたをみせる一一一- - - 559 
すぎ一一一一一一一一一一 148
すぎない---------一一一 147
すぎる一一一一一一一一一 147，148
すぐ一一一一一一一一一一一一 148
すくなくとも一一一一一一 148
すぐにでも一一一一一一 149
ずくめ一一一一一一一一一 149
すこしも. なしし ー 149 
ずして一一一一一一一一 149
ずじまいだ一一一一一一 150
ずつ一一一一一一一一一 150
ずとも一一一一一一一一 150
すなわち一一一一一一一一一一 150
ずに一一一一一一一一一一一一一 151
ずにいる一一一一一一一一一一 151
ずにおく一一一一一一一 151
ずにすむ一一一一一一一 152
ずにはいられない一一一 152
ずにはおかない一一一一一 152
ずにはすまない一一一一 153
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すまない →ずにはす: まない
すむ一一一一一一一一一 153
すむことではない一一一 153
すら一一一一一一一一一 154
すら…ない一一一一一一一 154
するーー一一一一一一 154，155
すればいいものを一一一 6∞

せ

せい一一一一一一一一一ー 157
せいか一一一一一一一ー 158 
せいぜい一一一一一一一一一 158
せいで一一一一一一一一一 157
せいにする一一ー一一一一 157
せずに →ずに
せっかく一一一一一一一一 158
せっかくーからにはーー 158
せっかく…けれども一一 159
せっかく のだからー一一 159
せっかく…のだったらー 159
せっかく . のに/ てもー

-------- 159 
せっかく+ 連体修飾句+

ー1ω
せっかくですが一一一- - 160 
せっかくですから一一一 Iω
せっかくのーー一 Iω 
せつな一一一一一一一一一一 161
ぜひ一一一一ーーー 161 
せめて一一一一一一一一 161
せめて だけでも一一一一 162
せめて…なりとも一一一 162
せめてもの. 一一一一一 162
せよ →にせよ
せられたい一一一一一一一一 162
せる →させる
ぜんぜん. ないー一一一一 162

そ
そう. ない一一一一一一 163
そういえば一一一一- - - - - - 163 
そうしたら一一一一一 163，164
そうして一一一一一一一一 164
そうすると一一一一一- - 165 

そうだーーー 165，166， 167， 168 
( そう) だとしたら一一一一 336
そうにしているー一一一一一 167
そうにない一一一--- - - - - - - 168 
そうになる一一一一一一一一一 167
そうにみえる一一一一 166，556
そうもない一一一一一一一 168
そこで一一一--------- 168，169 
そこへ一一一一一一一一一 169
そこへいくと一一一一一 169
そしたら-----一一一一一一一一 170
そして一一一一一一一一一 170
その…その一一一一一一 170
そのうえ一一一一一一一一一 170
そのうち一一一一一一一 171
そのくせ一一一一一一 102，171
そのとたん(に) 一一一一- - - 344 
そのはんめん( では) ----- 504 
そのもの ー ーーー 171
そのものだ一一一一一一一一 171
そl; f 'から一一一一一一一一一 171
そもそも一一一一一一一 172
そもそも というのはー 172
そもそもの. 一一一一一 172
それが一一一一一一一一 172
それから一一一一一一一ー 173
それこそ一一一一一一一一一一 173
それだけ一一一一一一一一一一 174
それでー ーーーーーー ー 174 
それでこそ一一一一一一ー 174
それでは一一一一 174，175
それでも一一一一一一一 175
それどころか一一一一一 175
それとも一一一一一一一 176
それなら 一一ーー一一 176
それなり一一一一一一一一 408
それにーーーーーー 177 
それにしては一一一一一 177
それにしても一一一一一一一 178
それにはおよばないー一一 450
そればかりか一一一一一 498
それはそうと一一一一一 178
それはそれでいい一一一一 178
それはそれとして一一一一 178
それほど一一一一一一一一一 179
それまでだ一一一一一一一 179
それゆえ一一一一一一一 179
それを-------一一一一一一一一 180
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た

たあと治、らー一一一一一一一一一一 9
たい一一一一一一一一一一 180
だい一一一一一一一一一一 181
たいがい一一一一一一一 182
たいした一一一周一一一一一一ー 182
たいした…だ一一一一一一一 182
たいしたーではない一一 182
たいしたことはない一一 183
たいして. ないーー一一 183
だいたい一一一一一一一ー 183
Tこいだけ. 一一一一一一 191
たいてい一一一一一一一一一 184
たいとおもう 一一一 -59 
たいばかりに一一一一一一 496
たいへんー一一一ー ーー 184
たいへんだ一一一一一一一 184
たいへんな. . .一一一一一一一 184
( たい) ほうだい一一一一- - 523 
たいものだーー一一一一一一- - 595 
たいんですが一一一一一一 181
たうえで一一一一一一一一一一一 46
たおぼえはない一一一一---57
Tこかカぎ一---------一一一一一 184
たかが…ぐらいで一一一一一 185
たがさいご →がさいご
たかだかーー一一一一一一 185
だから一一一一一一一一 185，186
だから …のだ/ …わけだー

ー 186，467
だからこそ一一一一一一一一 187
だ治、らといって一一一一一ー 187
fニカぎる一一一一一一一一一一一一 188
たきりーない一一ー一一一--99
たくても. れない一一一一 276
だけ一一一一一一一一 188，189，191
だけしか。ない一一一一 190
だけだ一一一一一一一一一一一 189
だけで一一一一一一一一一一一 189
だけでなく. . . も一一一一 190
だけど一一ーー一一一一一 194
だけに一一一一一一一一 193
だけにかえって一一一ー 193
だけになおさら一一一一一 193
だけのことだ一一一一一 190
だけのことはある一一一 193

だけましだ一一一一一一 192
たことがある/ ないー 114
たしかに円かもしれない --85
ただ一一一一一一一一一 194
ただ. だけではー一一一一一 189
ただし一一一一一一一一 195
ただでさえー一一一一一 195
たためしがない一一一一 204
たっけ--------_---一一一一一一 195
だったら一一一一一一一 196
たって一一一一一一一一 196，233
だって一一一一一一一 197，198
たつもりでー一一一一一一一一 236
たつもりはない一一一一 236
たて一一一ー 一一ー一一 198
だと一一一一一一一一一 198
だといい一一一一一一一 198
だといって一一一一一一 199
たとえ一一一一一一一一一一一 199
たとえ 11-一一一一一一一一一一 199
たとおもうと一一一一一 318
たとおもったら →とおもう
9  b  

たとき一一一一一一一一一一一 323
たところーー司令--------一一一- 328 
たところ地主一一一一一一一一一 328
たところだ一一一一一一 331
たところで一一一一- - - 333，334 
たところで. だけだ一一一 189
たところで…ない一一一- - 334 
だとすると一一一一 2∞，342
だとすれば一一一一 2∞， 343
たとたん( に) 一一一一一一 344
たなら一一一一一一一一一一 403
たなり一一一一一一一一 405
たなり( で) 一一一一一一一 405
だなんてー一一一一一一一 2∞
t!.にしなし"l________一一------ 201 
だのーー一一一一一一一一 201
たばかりだ一一一一- - - - - - 494 
たはず一一一一一一一一- - 501 
たび→このたび
たびに一一一一一一一一一 201
たぶんー一一一一一一一一一 202
たまで( のこと) だ一一 548
たままを一一一一一一一一一一 551
たまらない一一一一一一 202
ためー一一一一一一一 202，203

50音順索引

ためし一一一一一一一一一 204
ためしに…てみる--- - - - - - - 204 
ために一一一一一一一一一 202
たものだ一一一一一一一一一- - 595 
たものではない一一一一 597
たものでもない一一一一- - 597 
たら一一一 204，208，210，211
たら+ 依頼・勧め一一一 210
たら…た一一一一一一一ー 208
たら . だろう/ …はずだー

-- 208 
たらーーで一一一一一一一- 210 
たら。ところだ一一- - - - - - - 332 
たら+ 問いかけ一一一一 206
たら+ 表出・働きかけー 205
たら+ 未実現のことがら 204
たらいい一一一一一一 211，212
だらけ一一一一一一一一 213
たらさいご一一一一一一一 210
たらどうか一一一一一一 213
たらどんなに…か- - - 2σ7，208 
たらよかった一一一一一一一 213
たり一一一一一一一一一 214
たり. たり一一一一一一一一一 214
たり. たりする一一一一 214
たり したら/ しては- - - 215 
たりして一一一一一一一ー 215
たりともー一一一一一- 215 
たりなんかして一一一一 414
たるーーー 一一 215，216
たると…たるとをとわず 216
たるべきもの一一一一一一一 216
たるや一一一一一一一一 216
たろう 一一一一一一一一一 217
だろう一一一一一一一一一 217，218
だろうか 一一一---一一- 218 
だろうが、…だろうが- - - 219 
だろうに一一一一一一一一一一 219

ち

ちがいない--------一一一一一 220
ちっともーーな¥(¥_------一一 220
ちなみにーー一一一一一一 221
ちゃんと一一一一一一一一一 221
ちゃんとする一一一一一一 221
ちゅう一一一一一一一一一喝 222
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50音順索引

ちょっと一一一一 223，224， 225 
ちょっと…ない一一一一 224
ちょっとした. 一一一一一一 225

'コ
つ…つ-----一一一一一一一一一 225
つい一一一一一一一一一 226
ついて →について
ついでに-----一一一一一一一一 226
ついで( に) 一一一一一一一 226
ついてはー一一一一一一一 226
ついに一一一一一一一一一一 227
ついに た一一一一一一---- 227 
ついに. なかった一一一一 227
ついにはー一一一一一一一 228
つぎのように/ いかのように

一一- 618 
つきましては一一一一一 228
っきり一一一一一一一一一一一一 228
つけ一一一一一一一一一一一一一 228
っこない一一一一一一一一一一 228
ったって一一一一一一一一一一 196
っfこら一一一一一一一一 229
っfこらない一一一一一一一一 229
つつ一一一一一一一一一一 230
つつある一一一一司一一 230
つつも一一一一一一一一- 230 
ってーー一一一一 231，232
って 11一一一一一一一一一一一 233
ってわけではない一一一 ω4
っliなし一一一一ー一一一一一一 503
っ』宜い一一一一一一一一一一一ー 233
つまり一一一一一一一一 234
つまりーのだ一一一一一一一 467
つまり. のです一一一一 471
つまり(は)一一-- - - - -一一 234
つもり一一一一一一一一 234
つもりだ一一一一一一一一 236
つれて →につれて

て
て一一一一一一一一一一一 237
で一一一一一一一一一一一一一一 238
てあげてください一一一一 239
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てあげてくれ( ないか) -- 239 てしまっていた一一一一一 255
てあげる一一一一一一一 238 でしょう →だろう
である------一一------------ 239 でしょうがない一一一一 256
であれー一一一一一一一一一一 240 てたまらない一一一一一一 256
であろうと一一一一一一一一一 240 てちょうだい一一一一一一一 256
であろうと、ーであろうと、ー てっきり。とおもう一一 256
一一一一一一一一一一 240 てーて一一一一ー一一一 237

であろうとなかろうと- - - 241 
であろうと( も) 一一一- - 359 
ていい一一一一一一一一ー 241
ていく一一一一一一一一一 241，242
ていけない一一一一一一 242
ていただきたい一一一一 243
ていただく一一一一 242，243
ていただける一一一一一一一 243
ていただけるとありがたいー

--244 
ていただけるとうれしい 244
ていたところだ一一一一一 332
ていては一一一一一一一 259
ていない一一一一一一一一一一 247
ていはしまいかーー一一 244
ていらい一一一一一一一一一 44
ていらいはじめてー- - - ・H ・-44
ている一一一一一一 245，246，247
ている/ . る うちに- - - 48 
ているところだ一一一一一一 331
ているところをみるとー 328
ているばあいではないー 488
ておく一一一一一一一一 247
てから一一一一一一一一 248
てからでないと一一一一 248
てからでないと. ..ない--- 248 
てからでないと るー----- 248 
てからというもの( は) -- 248 
てください一一一一一一 249
てくださる一一一一一一一一 249
てくる一一一一一一一一一 250，251
てくれ一一一一一一一一 251
てくれない( か) ----------- 365 
てくれまいか一一一一一一 535
てくれる一一一一一一一- 252 
てこそ一一一一一一一一一一一一 253
てきしあ 11る一一一一一一一一 253
てしかたがない一一ー- - - 254 
でしかない一一一一一一一一 137
てしまいそうだ一一一一 168
てしまう一一一一一一一- 254，255 

てでも一一一一一一一一一一 257
でなくてなんだろう一一 257
でなくては →なくては
てならないー一一一一一一一一ー 257
てのこと一一一一一一一一一一 258
てはーー一一一ー- - - - 258-260 
では一一一一一一一一 2ω，261
ではあるが一一一一一一 262
ではあるまいか一一 262，535
てはいけない一一一一一一一 262
てはいられない一一一一一 263
ではいられない一一一一一 263
てば弘、り v'る一一一--------- 494 
てばかりもいられないー 496
てはだめだ一一一一 263，264
ては 、 . ては. 一一- - - 2ω 
てはどうか一一一一- - - - - - 264 
ではないー一一一一一ー 265
ではないか一一 265，266， 267 
ではないだろうか- - - 218，268 
ではなかったか一一一一一一 268
ではなかろうか一一一一一一 269
ではなくて--------一一一一一 269
てはならないー一一一一一一一 269
ではならない →てはならな
、ρ

てほしい一一一一一一一一一一ー 526
てほしい( んだけれど) -- 527 
てまもなく →まもなく
てみせる一一一一一一一一一一 270
てみたら一一一一一一一 271
てみたらどう一一一一一 271
てみてはじめて 一一 271 
てみる一一一一一一一一 270
てみるとー一一一一一一 271
ても一一一一一一一 272，273
ても. きれない一一一一 276
ても…すぎることはない 148
ても. . . た，ー一一一一一 276
ても. . . ただろう一一一一 275
ても. . .ても一一一一一一一一 274
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ても…なくても一一一一ー 273
でも一一一一一一一一ーー 277
でも…のにー一一一一一一 474
でもあり、でもある一一 278
でもあるまい一一一一一 534
でもあるまいし一一一一 534
てもいい一一一 278，279，280
てもかまわない一一 280，281
てもさしっかえない一一一 281
てもしかたがない一一一 282
でもしたらー一一一一一一一一 278
でもってーー一一一一一一一一 282
てもどうなるものでもないー

-- 276 
てもともとだ一一一一一 590
でもない一一一一一一一一一一 283
でもなんでもない一一一一 417
てもみない-- - - -一一一一一一 272
てもよろしい一一一 283，284
てもよろしいでしょうか 283
てもよろしいて、すか ー283
てもらう-----一一一一一一一一 284
てもらえないか一一一一一 285
てもらえまいか一一一一- - - 535 
てもらえるか一一一一一一一一 285
てもらえるとありがたい 285
てもらえるとうれしい一一 285
てやってくれないかー 253 
てやってもらえないかー 285
てやってもらえるか 285 
てやまない一一一一一一一一 286
てやる一一一一一ーー 286 
てよかった一一一一一一一一 624
てん一一一一一一一一一- - 286 

と
とー--- 287，288，289，291，292 
と. た一一一一一一一 290，291
と. た (ものだ)一一一一一 288
と...る一一一一一一一一一一一一 288
と+ 未実現のことがらー 288
とあいまって一一一一一一一ー 293
とあってーーーー 一一- 293 
とあっては一一一一一一一一一一 293
とu、し3 ーー 一一一ー ー一一ー 294
といい…といい一一一一一一 295

といいますとーーー一一回 295
という一一一一一一ー 18，19，296 
というか一一一一一ー ー297
というか…というか一一一 297
ということ一一一一一一 297，298
( という) こと一一一一一 112
ということだ一一一一一一一 298
ということなら一一一一 402
ということにする →ことに
する 2
ということは. . ( ということ)
だ一一一一一一一一一一 298
というだけ( の理由) で 190
というてんー一一一一一一 287
というと一一一一一一一 299
というと…のことですか 299
というところだ一一一一 3ω
というのなら一一一一一 401
というのは一一一一一一 3ω
というのは" ということだー

一一一一一 3ω
というのは…のことだー 3∞
というのも一一一一ー- - 301 
というのも. . からだ一一 301
というふうに一一一一一- - 510 
というほかはない--- - - - - - - 525 
というほどではないーー- - 530 
というもの一一一一一一一- - - 592 
というものだ一一一一- - - 301 
というものではないー一一 301
というものは. ..だー一一- - 592 
というより一一一一 302，630
というよりむしろ。だ- - - 568 
というわけだ/ ってわけだ戸

-- 642 
というわけではないーーー似4
といえど--------------------- 302 
といえども一一一一一一一- - - 302 
といえなくもない一一一 302
といえば一一一一一一一一一- - 303 
といえ I!…治宝一一--------- 303 
といえば. かもしれない 303
といえば. ぐらいのことだー

-------------- 303 
といけない一一一一一一一一ー 304
といったー一一一一一一一一 304
といったところだ一一一 304
といったらありはしない 304

50音順索引

といったらありゃしない 305
とし、ったらなしミ一一一一一一 305
といって一一一一一 305，306
といっている一一一一一一一一 18
といってはー一一一一一一 306
といっても一一一一一一 306，307
といっても. ない一一一 307
といってもいいすぎではない

-- 308 
といってもいいだろう- - - 308 
といってもせいぜい…だけだ

ー 189
といってもまちがいない 308
といわず h といわず------ 308 
といわれている一一一一一 18
といわんばかり一一一- - - 357 
どうしたもの( だろう) かー

-- 594 
どうしてもー ---------- 308 
どうしても…たい一一一一一一 308
どうしても. ない 309 
どうじに一一一一一一- - 309，310 
どうせ一一一一一一一一一 310
どうせ. . . のだから一一一- - 310 
どうせ…( の) なら一一- - 310 
どうせ. るいじよう( は)310
どうせ…るからには一一 310
どうせ( のこと) だから 311
どうぜん一一一一一一一一 311
とうてい. ないーー -- 311 
どう…ても一一一一一一一 275
とうとう一一一一一一ー 312 
とうとう…た一一一一一一一 312
とうとうー ーなかった- - - 312 
どうにか一一一一一一一ー 312
どうにかする一一一一一一一 313
どうに治、なる一一一一一一一ー 313
どうにも ーー一一一一一一 313
どうにも. ..ない一一一一 313
どうにも ならない/ できな
しミ一一一一一一一一一一一一一ー 313
どうも一一一一一一 313，314
どうも“そうだ/ . . . ょうだ/
. らしいーーーー一- - - 314 

どうもない一一一一一一 314
どうやら---------一一一一一 314
どうやら( こうやら) ----- 315 
どうやらー. そうだ一一一一 314
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50音順索引

どうり一一ー一一一一一一 315
どうりがない一一一一一一一 315
どうりで一一一一一一一一一一 315
どおし一一一一一一一一一一一一 315
とおして一一一一一一一一一一 315
とおす一一一一一一一一一 316
とおなじ一一一一一一一一一一一 56
( とおなじ) くらい一一一 103
( とおなじ) くらいの. ー 103
とおもいきや一一一一一ー 318
とおもう一一一一一---57，316
とおもうと一一一一一一 318
とおもうまもなく一一一- - - 318 
とおもったものの →ものの1
とおもったら一一一一一一 317
とおもっている一一一一一 58
とおもわれる一一一一一 58
とおり一一一一一一一一一 319
どおり一一一一一一一- - - 319 
とか一一一一一一一一一 320
とか( とか)一一一一一一一 320
とか…とか( いう) 一一一 320
とか( いう) 一一一一一 320
とかいうことだ一一一一- 321 
とかく一一一一一一一一一一 321
とかく. . . がちだ一一一一ー 321
とかで一一ーー一一一 321
とかなんとかいう一一一 420
とかんがえられているー 322
とかんがえられる一一- - - 322 
とき一一一一一一一一一一一一一 323
どき一一一一一一一一一一一一一 324
ときく一一一一一一一一一一一一 324
ときたひには一一一一一 324
ときたら ーーーー一一一一一一 325
ときているから一一一一一 325
ときとしてー一一一一一一一一ー 326
ときとして…ない一一一一 326
ときに一一一一一一一--------- 326 
ときには一一一一一一一一一一 326
どこか一一一一一一------ 326. 327 
どことなく一一一一一一一一一 327
ところ一一一一一-------- 327， 328 
どころー一一一一一一一一一一ー 329
ところ治安一一一一一一一ー 330，331
どころか--------一一一一一一 329
どころか. ない一一一一一 329
ところfごー一一一一一一一 331，332
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ところだった一一一一一一一 332
ところで一一一一一一一 333
どころではない一一一一一 330
ところに一一一一一_-------一ー 334
ところによると一一一一一 458
どころの はなし/ さわぎ
ではない一一一一一一 330
ところをー一一一一一一一一一一 335
ところ (を)一一一一一一一--- 335 
ところをみるとー一一一一一- 564 
とされている一一一一一 335
としか…ない一一一一一一 137
としfこら一一一ーーー一一 336
として一一一一一一一一一一一ー 337
として. ない一一一一一一一 338
としての一一一一一一一 337
としてはー一一一一一一一一一一 338
としてもー一一一一一一一 337，339
とすぐ一一一一一一一一一一一 291
とする一一一一一一一 340，341
とすると一一一一一一一- - - 342 
とすれば一一一一一一一 342，343
とたんー一一一一一一一一 344
とたんに一一一-------------- 345 
とちカさって一一一一一一一一- 345 
とちゅう一一一一一一一一- - - 345 
とちゅうで一一一一一一一一 345
とちゅう( で/ に) -------- 345 
とちゅう (は)一一一一一一一 346
どちらかというと一一- - - 346 
どちらかといえば →どちら
かというと
どちらのほう一一一一一一- 521 
とて一一一一一一一 346，347
とて (も)一一一一一一一一一一 346
とても一一一一一一一- - - 347 
とても. ない一一一一- - - 347 
とでもいう一一一一一一一 347
とでもいうべき一一一一 348
とどうじにー一一一一一一 309
とともに---------一一一一一一 348
となく一一一一一一一一 348
となったら一一一一一一一一 349
となっては一一一一ーー 350
となる一一一一一司一一- - 350，410 
となると一一一一一一一- 350，351 
となれば一一一一一一一ー 352
とにかく一一一一一一一- 353 

との一一一一一一一一 353，354
とのことだ- - - -一一一一一一 353
とは一一一一一--------- 354， 355 
とは…のことだ →とは
とはいいな治宝ら一一一一一 355
とはいうものの…一 599，6∞
とはいえ-----一一一一一一一・ 356
とはいっても--------------- 356 
とはうってかわって一一 356
とはおもわなかった一一一 58
とはかぎらない一一一一一 357
とばかり一一--------------- 357 
とばかりおもっていたー 497
とばかり( に) 一一一一一 497
とばかりはいえない一一 497
とはちがって →とちがって
と(は)はんたいに- - - - - - 504 
L とは) べつに一一一- - 519 
とみえて一一一一一一一 358
とみえる一一一一一 358，557
とも一一一一一一一一一一 358
ども一一一一一一一一一一一一一 359
ともあろうものが一一- - - 360 
ともいうべき →とでもいう
べき
ともかぎらない一一一一 3ω
ともかく一一一一一一一- 360，361 
ともすると----------一一一 361
ともなう →にともなって
ともなく一一一一一一一 361
ともなって →にともない、
にともなって
ともなるとーー一一一一一一一 362
ともなれば一一一一一一一 362
ともに →とともに
ともよい →なくともよい
とやら一一一一一- - - 362，363 
とよかった( のに) 一一一一 295
とりわけ一一一一一一一 363
とわず →をとわず
とんだ一一一一一一一一 363
とんでもないーー一一一- - - 364 
どんな一一一一一一一一 364
どんなに一一一一一一一一一一 364
どんなに…だろう( か) - 364 
どんなに. ても一一一 274，365
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な

ないうちに一一一一一一一-49
ないか一一一一一一ー 365，366
ない( か) 一一一一一一 366，367
ないかぎり一一一一一一一一一一 74
ないかしら一一一--- - - - - - - 367 
ないかな---------一一一一 368
ないことには一一一一一ー 122
ないことはない一一一一一一 368
ないこともない一一一一一一 369
ないで------------------ 369， 370 
ないである一一一一一一 370
ないでいる一一一一一一 370
ないでおく一一一一一一 371
ないでくれ- - - - - - 一一一一 252
ないですむ一一一一 153，371
ないではいられない一一 371
ないではおかない一一一- - 371 
ないではすまない一一一- - 372 
ないでもない一一一一ー 372
ないでもよい一一一一一一 373
ないと ー一一一一一一 373 
なしミと なし 3・一一一一一一一 373
ないと+ マイナス評価の内容

-- 373 
ないといい一一一一一一 374
ないと いけない/ だめだー

一一一ー 373
ないともかぎらない一一 374
ないまでも-------一一一一一 374
ないものか一一一一一一 375
ないものだろうかーー一一 593
ないものでもない一一一 597
ないわけに( は) いかないー

-- 645 
なおー ーー一 ー --- 375 
なおす一一一一一一一一- - 376 
なか一一一一一一一一一一一一一ー 377
ながす一一一一一一一一- - 377 
なカさら一一一一一一一一一一一一 378
ながら( も/ に) 一一一一 379
なかを一一一一一一ー一一一一 377
なきゃ一一一一一一一一一一一ー-- 379 
なくしては一一一一一一一一- 379 
なくちゃーー一一一一一一一一一 380
なくて一一一一一一一一 380

なくては一一一一一一一一一一 380
なくてはいけない一一一一 381
なくてはならない →なけれ
112 

なくてもいい一一一一一 381
なくともよい一一一一一一- - 381 
なくもな ¥(1_____ー一一一一一 382
なけりゃ一一一一一一一一ー 382
なければ一一一一一一一 382
なければ" た一一一一一 383
なければ. ない一一一一 383
なければいけない一司ー 383
なければだめだ一一一一 383
なければならないー一- - - 383 
なければよかった一一一 625
なければよかったのにー 625
なさい一一一一一一一一 384
なさんなー一一一一一一一一一一 384
なしでは" ない一一一一 384
なしにー一一一一一一一一一一一ー 385
なぜか一一一一一一一一 385
なぜ. かというと一一一 386
なぜかというと…からだ 386
なぜかといえば. からだ 386
なぜならば“からだ一一 386
など一一 一一一一一 387
など…ない一一一一一一一 387
など. るものか一一一一一 388
などと一一一一一一一一一一 387
なに. ない一一一一一一一一 388
なにか一一ー一一一一一一 389
なにかしら一一一一一一一一ー 390
なにかと一一一一一一- - - 390 
何+ 数量詞+ か/ いくつか 66
なにかというと一一一一 390
なにがなんでも一一一一 390
なにがなんでも+ マイナス評
価表現一一一一一一一一一一 391
なにかにつけて一一一一 391
なにげない一一一一一一一一一 391
なにしろ一一一一一一一一一一 392
なににもまして一一一一一一 392
なにひとつ日ない一一一一 388
なにも一一一一一一一- - - 392 
なにも ない一一一一一 392
なにも わけではない- - - 393 
なにもかも一一------------- 394 
なにやらー一一一一一一一一一一 394

50音順索引

なにより一一一一一一一一一一- 395 
なにより T三一一一一一一一一一 395
なまじー一一一一一一ー一一一一一 395
なら一一一一一 396，397， 402 
なら. . . だ一一一一一一一 396
なら. なり一一一一一一一一一 4切
ならいい一一一一一一 404
ならではーー一一一一一 404
ならない一一一一一一一一一 405
ならば→なら
なら( ば) 一一一一一一 402，403
なら( ば) ところ だが/
を一一一一一一一一一一一一一ー 333

ならびにー 一一一- 405 
なり一一一一一一 405，406， 407 
なか. なり一一一一一一 406
なりと一一一一一一一一 408
なりと (も)一一一一一一一--- 408 
なりなんなり一一一一一一一 406
なる------------一一一一一 409
なるたけ一一一一一一一 411
なるべく一一一一一一一 411
なるべくなら一一一一一一一 411
なるほど一一一一一一一一一 411
なるほど…かもしれない --85
なれたー一一 一一一 412
なれば一一一一一一一一一一一 412
なんか一一一一ー 412，413 
なんか…ない一一一一一一一 414
なんか. ものか一一一一 414
なんだか一一一一一一一一一一 415
なんだって →って 5
なんだろう →でなくてなん
だろう

なんて 一一一ーーー 415，416
なんてあんまりだ一一一一 16
なんて( いう) ...一一一一一 415
なんて( いう) …だ一一- - 415 
なんてことない一一一一 415
なんでも一一一一一一一 417
なんでも . . らしい/ . そう
だ一一一一一一一一一 417
なんでもない一一一一一一一 417
なんて. んだろう一一一 415
なんと一一一一一一一一- - 417 
なんと…のだろう一一一 418
なんという一一一一一一一一一 418
なんという…だ一一一一 418

667 

SA
MPL

E



50音順索引

なんという+ 連体修飾句 418
なんということもないー 418
なんとか一一一一一一一 419
なんとかいう一一一 419，420
なんとかなる一一一一一 419
なんとしてもーー ー 420 
なんとなく一一一一一一 420
なんとはなしに一一一一一一 420
なんとも一一一一一一一 421
なんとも. ない ーーー 421
なんとも…ょうがない- - - 421 
なんともおもわない一一 421
なんともない一一一一一 421
なんにしても一一一一一一一 422
なんにしろ一一一一一一一一 422
なんら . ない一一一一一 422
なんらの日も. ない一一 423
なん+ 助数詞. ても一一 275
なん+ 助数詞+ となく- - - 348 
なん+ 助数詞+ も一一- - - 576 
なん+ 助数詞+ も. ない 576

に一一一一 一ーーー同 423
に一てほしい--------------- 526 
にあたって一一一一一一 423
にあたらない →にはあたら
ない

にあたり一一一一一一一 424
にあって ーーーー- - 424 
にあっては一一一一一 424，425
にあっても一一ー ーーーー 424
にいたって一一一一一一 426
にいたっては一一一一一 426
にいたっても一一一- - - - - - 426 
にいたるー一一一一一一一一一一 425
にいたるまで一一一一一 425
にいわせればーー 427 
において一一一一一一一 427
におうじた →におうじて
におうじて一一一一一一一 428
におかれましては一一一一 428
における一一一一一一一一 428
にかかったら →にかかって
は
にかかつてはー一一一一一 428
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にかかると →にかかつては
にかかわらずー一一一一一 429
にかかわる一一一一一一 429
にかぎったことではないー 74
にかぎる一一一一一一一一 74
にかけたら一一一一ー 430 
にかけて一一一一一一一一一一 430
にかけて(も)--------一一一 430
にかこつけて-- - - -一一一一一 431
にかたくない一一ーーー 431 
にかまけて一一一一一一一 431
にかわって一一一一一一一一 431
にかわり一一一一一一一 432
にかわる →にかわって
にかんして一一一一一一 432
にかんする →にかんして
にきまっている一一一一一一 432
にくい一一一一一一一一 433
にくらべて ーーーー 433
にくらべると →にくらべて
にくわえ一一一一 ー433
にくわえて一一一一一一 434
にこしたことはない一一ー 434
にこたえー一一一一一一一一一一 434
にこたえて-- - -一一一一一一一 434
にさいしー一一一一一一一一一一 435
にさいして一一一一一一一一一 435
にさきだち一一一一一一 435
にさきだって一一一一一一一 435
にし Tニカ苦い一一一---・ E・-一一ー 436
にした均すって一一一一一 436
にしたって一一一一一一 436
にし Tこらー ー一一一 437
にしてー一一一一一一一一一一一ー 438
にしてからが一一一一一 438
にしては一一一一一一一一一一 439
にしてみたら →にしてみれ
ば
にしてみればー一一一一一一 439
にしてもー一一一一一一一 439，440
にしても. . にしても 440 
にしろ一一一一一一一一一一一一 441
にすぎない →すぎない
にする一一一一一一一一一 155
にせよーー一一一一一一ー 441
にそういない一一一一一一回 441
にそくして一一ー一一ー 442
にそった →にそって

にそって一一一一一一一一 442
にたいして一一一一一一一一 442
にたいする一一一一一一一 443
にたえない一一一ー 443，444
にたえるー一一一一一一一一一一 444
にたりないーー一一一一一 444
にたる一一一一一一一一一一一一 444
にちがいない →ちがいない
について一一一一一一一一 445
につきーーー ー一- - 445，446 
につけ一一一一一一一一一 446
につけ. につけ一一一一 446
につれて一回一一一一一一 446
にて一一一一一一一一一一一一 447
にとおもって一一一一一一一 319
にとって一一一一一一一一一一ー 447
にどと ーない-------一一一一 447
にとどまらず一一一一一ー 448
にともない一一切ーーー 448
にともなって一一一一一一一一 448
になくー ーーー一一一一ー 448 
になる一一一一一一一一一一一 410
になると一一一一一一一一一一 411
ににあわず一一一一一一 448
にI土一一一一一一一一一一一一一ー 449
には .なり一一一一一一一一一 408
にはあたらないー一一一一一 450
にはおよばない- - - -一一一一 450
にはむりがあるー一一一一一 569
にはんし一一一一一一一一一一 451
にはんして一一一一一一一 451
にひきかえ一一一一一一一 451
にほかならない 451，452， 525 
にみる一一一一一一一一- 564 
にむかつて一一一一一一一 452
にむけてー一一一一一一一 453
にめんした →にめんして
にめんして一一一一一一一 453
にも一一一一一一一一一- 454 
にもかかわらず一一一一 454
にもとづいた →にもとづい
て

にもとづいて一一一一一 455
にもなく 一一一一一一一一 455
にもならない一一一一一一一 455
にもまして一一一一一一一一一 539
によったら →によると 1 b  
によってー一一一一一 456，457
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によらず一一一一一一一 457
により---------一一--------- 457 
による一一一一一一一一一一一ー 457
によると一一一一一一一一一一- 458 
によれば一一一一一一一 458
にわたって一一一一一一一- - 459 
にわたり一一一一一一ー- - 459 

ぬ

ぬ一一一一ー一一一一 459
ぬうちに一一一一一一一 460
ぬき一一一一一一一一一一一一一 460
ぬきで一一一一一一一一 460
ぬきに. . . れないーー- - 460 
ぬく一一一一一一一一一一一 460
ぬばかり一一一一一一一 460
ぬまでも一一一一一 460，461
ぬまに一一一一一一一一一一一 460

ね

ねばならない一一一一一 461
ねばならぬ一一一一一一 461

の
の一一一一 461，462， 463， 464 
の…ないの一一一一一一 464
のーないのって一一一一一 465
のりないのとーー一一一一 464
の. の一一一一一一一 463，464
の. のとーーー ー---- 464 
のあいだー一一一一一一一一 2
のいたり →いたり
のうえで( は) 一一一一一一 46
のうち一一一一一一一一一一一一-48
のか一一一一一一一一 465，466
のきわみ →きわみ
のこと- - - - - -一一一一一一 113
( のこと) となったら一一 349
( のこと) となると一一一 351
( のこと) となれば一一一 352
( のこと) をおもう一一一一一 60
( のこと) を. という一一一 19

のだー一一一一一一一一一一ー 466
のだから一一一一一一一一一一 467
のだ、った一一一一一一一 467，468
のだ、ったらー---------一一ー 468
のため一一一一一一一一 202
のだろう一一一一一 468，469
のだろうか一一一一ーー 469
ので一一一一一一一一一一 469
のであった一一一一一一 470
のである一一一一一一一周 470
のです一一一一一一ー 470，471
のですか一一一一一一一一 471
のですから ー一一一一 471
のでは一一一一一一一一 259，471
のではあるまいか →ではあ
るまいか

のではないか →ではないか
2  

(の)ではないか----------- 267 
( の) ではないかとおもう 267
のではないだろうか →では
ないだろうか

のではなかったか一一一 472
( の) ではなかったか 268，269
のではなかろうか →ではな
かろうか
のところーー ー一一 327
のなか一一一一一一一一 377
のなかで一一一一一一一 377
( の) なら一一一一一 397，398
( の) なら . でー一一一一 400
( の) なら…と一一ー一一 4∞
( の) ならベつだが一一一 401
のなんの一一一一一一一一 465
のなんのってー 一一一一 465
のなんのと一一一一一一一一 465
のに一一一一一一一 472，473，474 
のにたいしてー一一一一一 443
のは. おかげだー一一一一 475
のは. . .からだ一一一- - - 88， 475 
のは. . . ぐらいのものだー 106
のは…せいだ一一一 157，475
のはーーだ一一一一一一一一一一 475
のは. ーためだ一一一一一一一 475
のは だ/ . . . + 助詞+ だー

一一一一一ー 475
のは. ゆえである一一- - - 608 
のまえに一一一一一一- - - 536 

50音順索引

のみ一一一一一一一一一 475
のみならず一一一一一一 476
のみならず. もー一一一一 476
のもと (で)一一一一一一一-- 589 
のもとに一一一一一一- - 589 
のもむり ( は) ない一一一 569
のもむりもない一一一ー- 569 
のやら…のやら一一一一 606
のゆえに一一一一一一一 607

l主
は、. いらいだ一一一一----45
は .治宝 .:11.るー一一一一一一- 635 
は…がへただ一一一一一 517
は. し、 は. しでーーー 136
は.ーなり一一一一一一一一一一ー 408
は. れる一一一一一一一一 636
'1一一一ーー一一ー一ーー一一 476，
477，478，482，484，485，486 
ば+ 依頼・勧めー 485 
ば+ 意志 希望一一一一一一 479
ば. た一一一一一一一一一一 478
ば ーた/ . . .ていたー一一 484
ば/ . . たら . かもしれない

--85 
ば/ …たら …たかもしれな
し、--------一一一一一一一一一一- 85 
ば/ …たら ーるかもしれな
し3 一一一一一一一一一一---・ E・---85
'1 . . . だろう/ 。はずだ 483
ば. で一一一一一一一一一 485
'1+問いかけ一一一一一 481
ば ところだ( った) ---- 483 
ば . のに/ . . のだがー 482
ば+ 働きかけ一一一一一一一 480
' L ほど一一一一一一一- 487，531 
ば+ 未実現のことがら- - - 478 
'1.. る------一一---・-一一一一 477
'1.. るだけ一一一一一一一一 192
ばあいー一時- - - _ - -一一一 487
ばあいによっては →によっ
て5
ばあいもある一一一一一一 488
ばあいをのぞいて一一ーー 488
はい一一一一----------- 489，490 
ばいし、一一一----------一一 491
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50音順索引

はいいとしても一一一一一一 339
はいうまでもない一一一一 20
はいざしらず →いざしらず
はおろか一一一一一一一 492
I!かり一一一一一一 492，493， 495 
ばかりか一一一一一- - - - - - 497 
ばかりかーも/ . . までー 497
ばかりで一一一一一一一 494
ばかりでなくーも一一一 498
ばかりに一一一一一一一 496
ばかりの…一一一一一一一 495
I!かりは一一一-------一一ー 494
ばこそ一一一一一一一一 498
はじめ一一一一一一一一一一一 499
はじめて一一一一一一一一一 499
はず一一一一一一一一一 5∞
はずがない一一一一一一- 501 
はずだ一一一一一一一一- - 5∞ 
はずだった---------一一一 501
はずではなかった一一一一 501
はずみ一一一一一一一一一 502
はたして一一一一一一一ー 502
はたして.カ-------一一一-- 502 
はたして…した------------ 502 
はたして. .としても- - - - - - 502 
はとに曲、< (として)一一- 353 
はともかく( として) 一一 3ω
はとわず →をとわず
は?なし一一一一一一一旬一一一・ 503
はぬきにして一一一一一一一 460
はべつとして一一一一一一- - 518 
はむりだ------------一一一 568
はもちろん-------一一一一一ー 586
はもとより一一一一一回 590
はゃいか一一一ー一一一 503
I!よかっ fこ一一一一一一 491，625
ばよかったのに一一一一一 625
はんいで一一一一一一一- - 503 
はんたいに一一一一一一一- - 504 
はんめん一一一一一一一一 504

ひ

ひいては一一一一一一一一一- - 505 
ひかえて一一一一一一一 505
ひさしぶり →ぶり 2
ひじようにー同一一一一一- - 505 
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ひではない一一一一一一一 506
ひとくちに. . といっても 307
ひとつー一一一一一一 506，5σ7
ひとつ…できない一一一 507
ひとつ. ない一一一一- - - 506 
ひとつには…ためである 203
ひとつまちがえば一一一一 507
ひとつも…ないー一一一一- - 506 
ひととおり一一一一一- - - 508 
ひととおりではない一一 508
ひととおりの一一一一一 508
ひとり…だけでなく一一- - 508 
ひとり. . のみならずー- - - 509 
ひるとなくよるとなく- - - 349 

ゐ、

ふう一一一一一一一一- - - 509 
副詞+ する一一一一一一一一 154
ふしがある一一一--- - - - - - - 510 
ふそくはない一一一一一 510
ふと一一一一一一一一- - - 510 
ふと. ると一一一一一一 511
ふとした一一一一一一- - - 511 
ぶり一一一一一一一一一- 511 
ぶる一一一一一一一一- - - 512 
ぶん一一一一一一一一一一一一- - 512 
ぶん( だけ) 一一一一一- - - 512 
ぶんには一一一一一一一 513

ハ、
べからざる一一一一一一- - 513 
べからず一一一一一一一一一- - 514 
ベき一一一一一一- - - 514，515 
べきだ一一一一一一一一ー 514
べきだった/ ではなかったー

-- 515 
ベく一一一一一一一一- - - 515 
ベく…た一一一一一一- - - 515 
べくして。た一一一一一一- - 516 
べくもない一一一一一一一一- - 516 
ベし一一一一一一一一一ー 516
へた一一一一一一一一一 516
へたに一一一一一一一一一一一 517
へたをすると一一一一一一- - 517 

ベつだん--------------一一一 518
ベつだんーない一一一- - - 518 
ベつだんのー一一一一一- - 518 
ベっとして一一一一一一 518
べつに…一一一一一一- - - 519 
べつに…ない一一一一一 519
べつにして →ベっとして

ほ

11いーー一一一一一一一一一一一一 519
ほう一一一一一一一- 520，521 
ほうが. . . より(も) 一一- - 521 
ほう由、通い---------一一一 521
ほうがましだ一一一一一一- - 522 
ほうカまよかった------------ 522 
ほう iJさよほど--------------- 628 
ほうだい一一一一一一一一一- - 523 
ほか一一一一一一一一一一 523，524
ほかならないー一一一一一 525
ほかならない/ ほかならぬー

・一一一 525
ほかに( は) 一一一一一一 524
ほかのー一一一一一一一- - 524 
ほかはない一一一一一一一 524
ほしい--------一一一一一一一-- 526 
ほしいばかりに一一一一ー 496
ほしい( んだけれど) ----- 527 
ほしカぎる------一一一一一一一- 528 
ほど一一一一一- - 528，529，531 
ほどーない一一一一一一- - 529 
ほど. はない一一一一- - - 529 
ほどだ一一一一一一一- - - 530 
ほどなく一一一一一一- - - 532 
ほどの. ではない一一- - - 530 
ほとんど一一一一一- 532 
ほとんど…た一一一一一一ー 533
ほとんど. . . ない一一一一一 532

ま

ましミ一一一一一一ーーーー 533，534 
まいか一一一--------一一一一 535
まいとする一一一一一一 533
まえ一一一一一一一一一一一一一- 536 
まさか一一一一一一一一一一一- - 536 
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まさか とはおもわなかった
一一一一一一一一 537

まさか. .ないだろう- - - - - - 536 
まさか+ 否定表現一一一一 537
まさかの…一一一一一一 537
まさに一一一一一一一ー- 538 
まさに…. . . ょうとしている( と
ころだ)一一一一一一一一一一 538
まじき →あるまじき…だ
まして一一一一一一一一一一- - 538 
まして( や) 一一一一一- - - 538 
まず一一一一一一一一一 539
まず …だろう/ …まい 539
まずは一一一一一一一一- - 539 
また一一一一一一一一一一 540，541
まだ----------一一一--- 542.543 
まだ…ある一一一一一一一一一 543
まだーーないー一一一一一一一- - 542 
またしてもー一一ー一一一 544
またの一一一一一一一一 541
または一一一一一一一一一一一- - 544 
またもや一一一一一一- - - 544 
まっ fこくーー時一一一- 544，545 
まったくーない一一一一一- 544 
までーー一一一一 545，546，547
までして一一一一一一- - - 548 
までだ一一一一一一一一 548
までに一一一一一一一一 549
まま一一一一一一一一一一一- - - 549 
ままだ一一一一一一一一- - 549 
まま( で) ー一一一一一- - - 550 
まま (に)一一一一一一一一--- 551 
ままに なる/ する一一 551
まみれ一一一一一一一一一 552
まもなく一一一一一一- - - 552 
まるで司一一一一一一一- - 553 
まるで. ない一一一一- - - 553 
まわる一一一一------------ 553 
まんざらーー一一- 一一切 554
まんざら…ではない一一- - 554 
まんざら. でもないー- - 554 
まんざらでもない一一一 554
まんまと一一一一一一一一一- - 554 

み

みえる一一一一一一一- - 554，555 

みこみ一一一一一一一- - - 557 
みこみがある一一一一- - - 557 
みこみがたつ一一一一一 558
みこみだ一一一一一一一 558
みこみちがいだ/ みこみはず
れだ一一一一一一一一一- - 558 
みこんでー一一一一一一- - 559 
みせる一一一一一一一一一一一- - 559 
みたい------一一一一一-- 5ω，563 
みたいだ一一一 5ω，561，562
みたいな. 一一一一一一 5ω
みたいなものだ一一一一 561
みたいに一一一一一一一一一- - 561 
みだりに一一一一一一一一 563
みる一一一一一一一一一- - 563 
みるからに一一一一一--- - - - - 565 

む

むき一一一一一一一一一- 565 
むきになるー一一一一一一一一ー 566
むきもある一一一一一一一- - - 565 
むく一一一一一一一一一一一一- - 566 
むけ一一一一一一一一一ー 566
むけて一一一一一一一一一一一 567
むけに一一一一一一一一 566
むけのーー一一一一一一一- - 566 
むしろ一一一一一一一一一一一一 567
むやみに一一一一一一- - - 568 
むり一一一一一一一一一- - 568 
むりに一一一一一一一一一一 569
むりをする一一ー一一一- - 569 

め
めく一一一一一一一一一一一一一 569
めぐって一一一一一一一一 570
めったな一一一一一一一一 571
めったに一一一一---------- 570 
めったにーない------------ 570 

も

も一一一一一一一一一一一-- 571，576 
も. あれば. もある →も 10

50音順索引

も. し、…も一一一一一一一 135
もーずに一一一一一一- - - 578 
も. だが一一一一一一一一- 577 
も.ないー一一一一一一一一一- - 577 
も…なら一一一一一一一一一一ー 577
も.. IJ:' --一一一一一一一一一一 487
も… IJ : ' …も一一一一一一 486
も.も一一一一- - - 571， 572， 573 
も…も…ない一一一一一- - 572 
もあり もある一一一一一- 577 
もあれば. . . もある一一一 577
もう一一- - - 578，580，581，582 
もう + 時間/ + 年齢- - - 580 
もう+ 数量詞一一一一一 578
もう…だ/ もういいー- - - 580 
もう. ない一一一一一一一一一 581
もう+ 否定的表現ーー一- - - 581 
もういい一一一一一--------- 581 
もうすぐ一一一一一一一 582
もうすこし一一一一一一一 579
もうすこしで. そうだったー

-- 579 
もうすこしで. . るところだっ
fこ一一一一--------一一一一一 579
もうすこし/ もうちょっとー

-- 579 
もうひとつ/ いまひとつ
ない一一一一一一一一一一- - 507 
もかまわず一一一一一一一一- - 582 
もくされているーー一一一- - 583 
もさることながら一一一 583
もし一一一一一一一一一一一一一 583
もし...たら一一一一一一一一-- 583 
もし . ても/ . . . としてもー

一一一一 584
もしかしたら一一一一一一- - 584 
もしかしたら…か一一一 584
もしかしたら .かもしれない

ーー 584
もしくは E・E・-一一一一一一--- 585 
もしも一一一一一一一一一一一一 585
もしも. たら一一一一一一- - 585 
もしもの. . . 一一一一一一- - 586 
もちまして →もって 2
もちろん一一一一一一一 586
もって一一一一一一一一一一一一 587
もっと一一一一一一一一一一一一 587
もっとも一一一一一一一一一- - - 588 
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50音順索引

もっとも …が/ …けど 588
もっぱら一一一一一一一一一ー 588
もっぱらの…一一一一一ー 589
もと一一一一一一一一一一一- - - 589 
もどうぜん一一一一一一 31'1
もともと一一一一一一一一一一 589
もとより一一一一一- - 590 
もなにも--------------------- 393 
もなにもない一一一一一一- - 573 
もの一一一一一一一一一 591
もの/ …こと も…ない 578
もの/ . . . もん一一一一- - - 592 
ものかー一一一一一一一一一一- - 593 
ものか/ . もんか一一- - - 593 
ものがある一一一一一一一一 594
ものだ一一一一一- - - 594.595 
ものだから一一一一一一 596
ものではない一一一一一一- - 596 
ものでもない 597 
ものとおもう一一一一一一- - - 597 
ものとおもっていたー- - 597 
ものとおもわれる一一- - - 598 
ものとかんがえられているー

-- 322 
ものとかんがえられるー 322
ものとする一一一- - - 341，598 
ものともせずに →をものと
もせずに
ものなら一一一一一一一 598
ものの一一一一一一一一 599
ものを一一一一一一一一 6∞
もはや一司一一一一一一一 6∞
もはや. だ一一一ーー --- 601 
もはや. ない一一一一一 601
もまた一一一一一一一一一一- - - 541 
もらう →てもらう
もらおう/ . . . てもらおう 610
もらおうか/ . てもらおうか

611 

や

や一一一一一一一一 601，602
やがて一一一一一一一一 602
やすい一一一一一一一一 602
やたらに一一一一一一一一 603
やっと一一一一一一一一一 603，604
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やヮと .た一一一一一一一一-- 604 
やっと…だ一一一一一- - - 605 
やっと. ている一一一- - - 604 
やっと. . .るー一一一一一一一 604
やっとの. 一一一一一一ーω5
ゃなにか一一一一一一一一一 389
ゃなんか一一一一一一一一 413
ゃなんぞ一一一一一一一回ω5
やむ一一一一一一一一一一 606
やらー一一一一一一一一- - 606 
やら. やらーー一一一一- - 606 
やらなにやら一一一一一一一 394
やる →てやる

ゆ

ゆえ一一一一一一一一一一 607

よ
ょう--- -一一一一 608，609，610
ょうか一一一一一一一一一 610，611
ょうカぎ一一一一一一一一一一ー 612
ょうがない一一一一一一 608
ょうが…まいが一一一一一一 612
ょうが. ょうが一一一一一一 612
ょうじゃないか一一一一一一 612
ょうするにー一一一一一一 615
ょうだ一一一一一一ー 616，618
ょうったってー一一一一ー 196
ょうで( いて) 一一一一一 620
ょうではー一一一一一一- 619 
ょうで( は) 一一一一一- - 608 
ょうではないか一一一一一 267
ょうでもあり一一一一- - - 620 
ょうでもあるし一一一一一 620
ょうと一一一一一一一一一一- - - 613 
ょうと. まいと一一一一一一 613
ょうと日ょうと一一一一一一 613
ょうとおもう一一一- - - 59， 613 
ょうとする一一一一一 341，614
ょうとはおもわなかった 615
ょうとも一一一一一---------- 613 
ょうと (も)一一一一一一一一 359
ょうと( も/ は) しない 614
ような一一一------一一一一一-- 620 

ような…ような一一ーーー 620
ような/ . ように一一一一 617
ようなかんじ古ぎする一一- 619 
ようなきがする一一一一一 619
ようなら/ . . ょうだったらー

-- 620 
ように一一一 一----- 621 
ように一一一一一一一 617，618
ようにいう一一一一一一一 18
ように おもう/ かんじるー

--60，619 
ようにする一一一一一一 157
ようにみえる 一一ー- - 556 
ようにみせる一一一一一- - 5ω 
ようにも一一--------ー一一 454
ようにも…ない------------ 454 
ようにも れない- - - 454，615 
ようによっては一一一一一一 609
ょうものなら一一一一- - - 598 
ょうやく一一一一一一- - - 623 
ょうやく た一一一一一一一 624
ょうやく…ている一一一 624
ょうやく る.一一一一一一 624
よカミった一一一-一一一一一一一 624
よかろうーーーーー ー-- 626 
よぎなくさせる →をよぎな
くさせる

よく一一一一一一一一一一ー一一一 626
よく( ぞ) 一一一一一一 627
よく (も)一一一一一一一一一一 627
よく ( も) …ものだ一一一 595
よそに一一一一一一一一一 628
よほど一一一一一一一一一一一 628
よほど. . . ょう一一一一一- - 629 
よもや一一一一 629 
より一一一一一一一一一一- 629 
よりいっそ( のこと) 一一-39
よりない一一一一一一一 630
よりほかに. ないー- 525，631 
よりほかは…ない一一一- - 525 
より (も)一一一一一一一一一- 629 
より( も) むしろ一一- - - 567 
よる →によって、によらず、
により、によると、によれば
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ら

らしい一一一一一一一一一 631，632
られたい →せられたい
られる一一一一一一 632，634
られるおぼえはない一一一--56
られるまま( に) ----------- 551 

る

る+ いっぽう( で) 一一一一 40
る/ . . . たうえはー一一 47
る/ …たかのようだ- - - 616 
る/...た しだいだーー 140
る/ …た だけのことはする

- 192 
る/ …た とおり一一- - - 319 
る/ . . .ている かぎり一一 74
る/ …ている/ “たかぎり

ーー 73 
る/. ..ている ところの.

自 327
る/ ・ーない こと一一一 112
る/...ない ことがある 114
る/ “ない ことだー一一 116
る/ . . . ないつもりだ 234 
る/ …ない ようでは一一 259
る/ . . . ないよう( に)

-- 621，622 
る/ ーない よう( に) いう

一一一一一一一一 622
る/ ーない ようにする 622
る/ …ない ようになる 623
るいぜん一一一一一 34 
るいっぽうだ一一一一一一一 40
るうえで一一一一一一一一一一一 46
るかとおもうと →とおもう
2  a  

るかとおもえば------------ 317 
るかとおもえば. も一一一 317
るか. ないうちに一一一一一 49
るか、 もしくは一一一一一- - 585 
るがはやいか →はゃいか
るきにもならない一一一一 455
るぐらいならむしろ一一一 568
ることには一一一一一一一一一 122

ることもあるまいー一一一- - 535 
ることをとおして--- - - - - - - 316 
るしかない一一一一一一一一一 137
るだけ. て一一一一一一一一一 191
るだけの…------一一一一一一 192
るだけは. 一一一一一一 191
るつもり一一一一一一一一一一 234
るつもりで一一一一一一一一一 235
るつもりではない一一一 235
るつもりはない一一一一 235
ると/ …て まもなく- - - 552 
るといい-------一一一一一一一 294
るとか( …るとか) 一一一 320
るとき一一一一一一一一一一一一 323
るところf三ー一一一一一一一一ー 332
るところとなるー一一一一一ー 327
るところに よると/ よれば

-- 327 
るところまで. 一一一一一一 328
るともなく一一一一一一一一一 361
るなどする 387 
るなら一一一一一一一 4ω
るなり一一一一一一一一一一一一 405
るなり. ないなりー一一一 406
るに…れない一一一一一一 423
るにしたカさってー一一一一一ー 436
るにしたって一一一一一一一 437
るにたえない一一一一一一一 443
るにつけ-------一一一一一一一 446
るには一一一一一一一一一一一一 449
るにはーカさ一一一一一一一一一 449
るのだった一一一一一一 467
る( の) ならーがいい- - - 399 
る( の) なら . しろ/ . する
な一一一一一一一一一 4∞
るのみだ一一一一一一一一一一 476
るばかりだ一一-- - - - -一一ー 495
るまえにー一一一一一一一一一一 536
るまでー一一一一一一一- - - 546 
るまでになる一一一一一一一 547
るまで( のこと) だー- - - 548 
るまで( のこと) もない 547
るまま( に) ー一一ー -- 551 
るも…ないもない一一一一 572
るものではない一一一一一 596
るや一一一一一一一一一 602
るやいなやー一一一一一一一 602
るよりしかたがない- - - - - - 631 

50音順索引

るよりないー一一ー一一一 630
るよりほか( に/ は) ないー

一一- 630 
るわ…るわ一一一一一一ー 638
るわけに( は) いかない 644
るんじゃない一一一一一一 653
るんだ一一一一一一一一一 655

れ

れないものは. れない- - - 592 
れる一一一一一一一一一一 635，636
れるだけ. . .一一一一一一一一 191

ろ
ろくーーー 一一ー一一 636
ろくでもない一一一一一一 636
ろくなーーない一一一一一- - 636 
ろくに. ないー一一一一一一一 637
ろくろく 一一一一一一一一一一 637

わ

わ。わ一一一一一一一- - - 637 
わ わ(で)一一一一一一一一 637
わけがない一一一一一一一 638
わけだーーー 638，639，640，641
わけだから- - - - - - 一一一一 642
わけだから. てもとうぜんだ

-- 642 
わけだから はとうぜんだー

一一一一一一一 642
わけではない一一一一- - - 643 
わけでも一一一一一一一 644
わけにはいかない一一一 644
わざわざ一一一一一一一 646
わずかーーー一一司 ーー--- 646 
わたる →にわたって
わり一一一一一一一一司令 646
わりと/ わりに一一一一 646
わりに( は) 一一一一一一一 646
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50音順索引

を

を…という一一一一一一一一一一 19
を. とおもう一一一一一一 60
を…とする一一一一一一一一一 341
を.とする---- - - -一一一一 647
を. . . とすれば一一一一一一 344
を…にする一一一一一一一 156
を. にひかえで・一一 505，647
を…みる一一一一一一一ー 564
をいう一一一一一一一一一 19
をおいてー一一一一----------- 647 
を由、ぎりに一一一------------ 648 
をかわきりとして →をかわ
きりに
をかわきりに一一一一一一 648
をかわきりにして →をかわ
きりに

をきんじえない一一一一一一 648
をけいきとして------------ 649 
をこめて一一一一一一一一一一 649
をして円させる一一一一一一 649
をしている一一一一一一 246
をする一一一一一一一一一一一 156
( を) するー一一一一一一一一 156
をぜんていに一一一一- - - 650 
をたよりに一一一一一一一一 650
をちゅうしんに一一一一一一 650
をつうじてー一一一一 650，651
をとおして一一一一一 315，316
をとわず一一一一一一一一一一 651
をのぞいて一一一一一一一- - 651 
をはじめ( として) ーなどー

------------- 499 
をはじめ( として) ーまで一

一499
をふまえ一一一一一一一一 652
をみせる一一一一一一- - - 559 
をみる一一一一一一一- - - 563 
をもちまして一一一一一一- - 587 
をもってー一一一一一一一一一一 587
をもとに一一一一一一一一一- - 652 
をものともせずに一一一一 652
をよぎなくさせる一一一一 652
をよぎなくされる一一一 653
をよそにー一一一一一一一 628
をまえに(して)ー一一一一一 536
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ん

んがため一一一一一一一一一一 203
んじゃ一一一一一一一一一一一一 653
んじゃないー一一一一一一一 653
んじゃないか一一一一一一一 654
んじゃないだろうか一一 654
んじゃなかったか一一一- - 654 
んだ一一一一一一一一一ー 654
んだった一一一一一一一- - 655 
んだって一一一一一一一ー 232
んだろう一一一一一 468，469
. んだろうか一一一一一一 469
んで一一一一一一一一------- 656 
んです- - - - - -一一一一一一 656
んばかり一一一一一一一 495
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