
その１ 自立語と付属語

１．自立語 ２．付属語

雨降る中を、傘ささずに歩く人がいます。

石ころと砂ばかりの川原は不毛な土地である。

妻の顔は鬼のように恐ろしい形相だったのだろう。

初心忘るべからず、新鮮な気持ちこそ大切なのです。

将来ある若者の前途に幸あれかしと願う。

。やめるなり休むなりここらで手を打たないと倒れそうなぐらい疲れました

今まで失敗ばかりだったけれど、努力さえ忘れなければ大丈夫だからね。

学校を休んでコンサートに行くなんて、学生にあるまじき行為だ。

彼はいい役者だが、なんだかひどく無愛想な人間らしく感じられる。

一度ならず二度までも助けられて、このように容易ならぬ問題が解決で

きた。

三歳児にはむずかしいのですが、自分でやりたがるようならば少しずつ

やらせながら様子を見ましょう。

ストーリーの面白さだけでなく、二人の子役の小学生らしからぬ演技力

が話題になりました。

準備できた人はステップ５へ進みましょう。

ＨＢの鉛筆で800字くらい書いただけで疲れたようです。

ここにはirregularな活用形を持つ単語のみを集めました。



３．形式名詞

十分考えた上で決めたことだったら悔いは残らないはずだ。

自炊をするために買った炊飯器が、１ヶ月あまり経った今も箱の中に入

ったままだ。

初めて舞台に立ったときは、緊張のあまり膝がガクガク震えた。

悩んでばかりいたところで解決策が見つかるわけではない。

年を取ったせいか、最近は洋食より和食のほうが口に合うようになった。

。１日当たりの食費を900円に抑えて、浮いた分は旅行代に回すつもりです

正義感の強い子でしたもの、見て見ぬふりはできなかったでしょう。

若い頃はここら辺りでよく泳いだもんだ、と老人は懐かしそうな表情を

見せた。

家が同じ町内だとはいうものの、歩いて30分近くはかかりそうだ。

弟は気弱な性格ゆえに、何でも周りの言うとおりにしがちなところがあ

って心配だ。



４．補助動詞

ひとかたならぬご愛顧をいただき、ありがとうございます。

家族が帰って来るまでに荷物を片付けておくつもりだったが、古い日記

を読んでいるうちに、夕方になってしまった。

休みの日には、しばらく遊んでらっしゃいと狭い家から外へ出された子

供たちが集まって来て、にぎやかに過ごしていた。

緊急時にはスタッフがご案内申し上げますが、非常口はご自身でご確認

くださるようお願い致します。

時と場合によって、親切がおせっかいになってしまうことを知っておく

べきです。

夕方６時から公民館において、心の健康についての講演会を開催致しま

すので、ふるってご参加ください。

乱気流によって飛行機が激しく揺れる時は、ベテランの乗務員にとって

も緊張を強いられる場面である。

今後とも良品の開発によりいっそう努めて参りますので、よろしくお願

い致します。

不注意による事故が続く中、メーカーの側では、車が自動的に事故を防

いでくれる仕組みを作ろうとしているようだ。



５ 「こ・そ・あ・ど」．

ああいった作品は、その賞のイメージにぴったりです。

あの日この町でこうした出来事がありました。

この間は、車は通れません。

この間会った人は、私がとてもお世話になった数学の先生です。

この間の事情に通じている。

どうすれば彼女のようにあのスタイルを維持できるのかしら。

課長から頼まれた明日の会議の資料をそのうえに置きました。

私の母は、編み物が得意で、そのうえ料理も上手です。

よく考えて、そのうえで決めればいいですよ。

きのう彼は酔っ払っていて、自分が居酒屋から家まで、どうして帰った

かということが記憶にないらしい。

。どうしても彼に会いたいのに、どうして彼は私と会ってくれないのかしら

どうしようもなく、彼女のことが好きで、一日中頭の中は、彼女のこと

でいっぱいだ。

その節は、いろいろお世話になりました。

彼女の言うことをそのまま通していると、わがままな娘になってしまい

ます。

生まれてきた我が子に贈る最初のメッセージは何ですか。

我が身を抓って人の痛みを知れ。

そのうち、あなたのお宅へ伺うつもりです。

図書館で働いている人は10人で、そのうち２人は女性です。



６ 「にして 「をして 「ずして」などの「して」． 」 」

私たちは、夫婦二人して始めた朝のウォーキングを一度として休んだこ

とがない。

その都は一夜にして灰燼に帰した。

若くしてトップに立った人は、往々にして周囲の忠告に頑として耳をか

さないものだ。

働かずして得た大金は一瞬にして消えてしまった。

その映画を見れば、居ながらにしてヨーロッパに行った気分になれる。

私としては、軽い気持ちで発した言葉だったが、妹にしてみればひどく

自尊心を傷つけられたのだろう。

彼のスピーチは涙で途切れたが、会場からは期せずして賞賛の拍手がお

こった。

私をして言わしめれば、そもそもの動機からして不純である。



７ 「なさい・なさる」．

どうぞお入りなさい、ここへ入りなさい、早くお入んなさいなど、言い

方が変わると受ける印象も変わります。

ほらご覧なさい、たまには勉強なさいとあれほど言ったのに。

そんなに怒りなさんな、もっとのんびりなさいよ。

さあ、行っておあげなさい、そして思い切り抱きしめてあげなさいね。

静かにしてなさい、することがないなら黙って本でも読んでなさい。

説明書をよく読んでなされば大丈夫、心配なさることはありません。

熱っぽいようですから、午後の仕事はお休みなさって、早くお家へお帰

りなさい。



８．形容詞の「ない 、助動詞の「ない」」

１時間近く休みなしで歩いてきたから、間もなく目的地に着くでしょう。

。地図を持ってなかったので道に迷い、とんでもない方向へ行ってしまった

宛先に間違いなく届くためには、住所を間違えないことが肝腎です。

欲しいものが際限なく手に入っても、それが幸せだとは限らない。

万事に如才なく上司の信頼が厚い課長は、部下への配慮も怠りない。

相手が地元では敵なしの強豪とはいえ、不甲斐ない結果に終わって申し

わけない。

何となく元気なさそうな様子だったので、さりげなく声をかけてみた。

最近の人じゃないから、あなたがご存じないのも当然ですよ。

思い出の品を残していくのは忍びないが、きっと誰かが大切に使ってく

れるに違いない。



９．形容詞などの「～く」の後ろの扱い

父が亡くなって以来仕送りが届かなくなり、進学をあきらめざるを得な

くなった。

会社の業績があまりよくないので、出費を少なくし、無駄を省いた。

言いたくないことを言い、聞きたくないことを聞くのが管理職の仕事だ

と言われている。

突然くしゃみが止まらなくなり、もう観劇どころではなくなった。

試合に負けても悔しくなくなり、チャンスで打てなくても落ち込まなく

なったので、自分でも引退の時期は遠くないと感じていた。

部屋の模様替えをしたくなり、使わなくなったソファとテーブルを片付

けて床を広くし、カラフルなクッションを置いてみた。

主人が現役ではなくなり、朝駅まで送る必要がなくなったので、起床が

少し遅くなった。

最近、かまどというものを見なくなったが、郷愁を感じさせるものであ

り、なくなりつつある文化のひとつである。

母が病気で亡くなり、姉が嫁いでいなくなってからというもの、実家へ

帰ることは少なくなった。



その２ 複合語

１．短い複合語や略語

。夫は、私の誕生日に100本の赤いスイートピーの花束を贈ってくれました

車の事故を目の当たりにしてしまった。

菜の花が広大な敷地一面に咲いていて、まるで黄色い絨毯のようだ。

身の回りにある点字を調べると、缶ビール、洗濯機、便座のスイッチな

どにありました。

家計が火の車なのに、床の間には身の程知らずな絵画が飾ってある。

彼も相当頑張っているけど、あの成績では、昇進は課長までが関の山だな。

自治体などのゆるキャラが人気だが、目新しさだけをねらった奇抜なも

のも多い。

Around40とは、40歳ぐらいの女性を指した言葉で、アラフォーとも呼

ばれる。

子供の好き嫌いを直すためには、味付けや盛り付けの工夫が大切です。

この野菜は、見てくれは悪いが、味はとってもおいしいよ。

地の利を得て、地元の選手がトップに立った。

地の果てと思われたアラスカも今では指折りの観光地だ。

手のひらを返したようにという表現はあるが、手の甲を返すとは言わな

いね。



２．接頭語・接尾語・造語要素

物静かなうら若い女性が小さな子供を連れて歩いていた。

。超満員の超特急に乗ってきたので超疲れてしまい丸一日ぼーっとしていた

元社長は新社長に、各支店の業績を比べることよりも、全社員が相携え

て進む姿勢が必要だと諭した。

非生産的な発言ばかりが目立った会議だったが、新副理事長のリーダー

シップのおかげでどうにか最重要課題に目処が付いた。

諸事情により丸 年遅れてしまったが、総選挙で初当選の議員は、改築1

が終わった新議員宿舎を利用できる。

母と子のスキンシップをテーマにした新連載は、第１回から大好評で、

編集部宛に多くの電話が寄せられたので、毎日曜日の紙面のトップを飾る

ことになりました。

当協会では県内全自治体の主な企業のマネジメントを手がけ、新企画の

プレゼンテーションにも意欲的に取り組んでいる。

アマチュアリズムの精神が最重要とされたオリンピックだったが、その

考えにこだわる人も少なくなり、今ではプロフェッショナルの参加が多く

なっている。

ポストモダンの意味をインターネットで調べてみた。



３．複合名詞内部の３拍以上の意味のまとまり

対人地雷廃絶運動は、被害当事者救済目的だけでなく人類共通の人道的

課題です。

地域生活支援事業に基づく移動介護従事者をガイドヘルパーと呼びます。

話し相手がいれば休み時間も手持ち無沙汰にならずに過ごせる。

父は古典落語に出てくるような昔気質の頑固親父だ。

三つ違いの妹と一緒にほたる祭りに出かけた思い出があります。

カレーライスにコーンスープ、ソフトクリームまでたいらげました。

話題のベストセラー作品の点字データをホームページからダウンロード

できます。

アリバイくずしでも犯人探しでもいいから、子供だましでない本格推理

小説が読みたい。

。あんなところで幼なじみと会うなんて、巡り合わせの不思議を感じました

。歌い始めのところで音を外して、合唱団員全体の足をひっぱってしまった

素人くささが売りのアイドルが多い。



４．複合名詞内部の２拍以下の意味のまとまり

経理事務のパートで働く母は、年２回の日帰りバス旅行を楽しみにして

いる。

。将来の夢は、ログハウスに住んで自家栽培の野菜を作って暮らすことです

夏休みに市民ホールでチェロ奏者のミニコンサートを開く予定だ。

。営業マンの夫は休日もアウトドアでサイクリングや山歩きを楽しんでいる

スポーツ選手は食生活の厳しい自己管理が求められる。

今年のファン感謝デーは生憎の空模様だったが、それでも熱心なファン

が多く訪れた。

救急車やドクターカーのボンネットの表示が鏡文字になっているのはな

ぜか。

。昼ご飯に車海老の天ぷら蕎麦とライスのセットを食べてお腹一杯になった

女性の間でおしゃれなゴム長靴が大人気、プリント柄や革ブーツのよう

に見えるものなど種類も多彩だ。

外車イコール左ハンドルというイメージだったが、近年は日本向け仕様

で右ハンドルの輸入車が増えているそうだ。

市体育館には、県全域から予選を勝ち抜いた選手が集まってきた。



５．二つ以上の意味のまとまりがない複合名詞

女子高生たちの傍若無人なふるまいにあきれる一方、注意できないでい

る自分自身にも不甲斐なさを感じた。

天候の急変は不可抗力だったが、大勢の海水浴客を巻き込んだあの悲惨

な事故は避けられたのではないだろうか。

与党内から不協和音が聞こえて来る中、野党はついに内閣不信任案提出

というカードを切った。

原材料費の高騰に加えて、農畜産物の輸入自由化など深刻な問題が未解

決のままになっている。

五里霧中の手探り状態で始めた食料品店だったが、外国人客の支持を得

て徐々に軌道に乗ってきた。

消耗品費と光熱水費を削り、人件費率を下げるなどの経営改革が求めら

れている。

市町村民税が非課税の世帯は、利用料が減免になります。

炭水化物を肥満の原因と考えて、米飯を食べない人たちがいるが、栄養

学上正しいかどうかは疑問である。

大消費地をひかえた都市近郊の農業ならば成り立つが、中山間地の小規

模な農業では経営がむずかしい。

事件性があるかどうかは、法医学者の所見によって明らかになる。



６．アルファベットを含む複合語

Ｕ市のＨ高校に通うＹ君は、毎日、遅くまでバドミントンの練習に励ん

でいる。

今年の夏は、毎日35度を超える猛暑で、慌てて扇風機を買いにＫ電機

に出掛けたが、品物がすべて売り切れだった。

そのＴ字路を左に曲がって150ｍほど行くと、Ｒ美術館の外観が見えて

きます。

着るだけでＵＶカットができる衣料品があります。

Ａ地点からＢ地点まで５キロくらいあります。

Ａ点からＢ点まで30ｍぐらいあります。

会社のＰＲ誌に20周年感謝デーのお知らせを載せた。

ＢＳアンテナをつないで、サッカーのＷ杯の試合を見た。

ＢＣＧ接種は、2005年の法改正により、生後６ヵ月に達するまでに行

うことになりました。

Ｎ男君は、Ｔ大ではなくＹ大学に入りました。

Ｂデパートは、昼時になるとサラリーマンやＯＬたちで賑わいます。



７．漢字１字ずつが対等な関係で並んでいる複合名詞

日本には春夏秋冬の四季に梅雨も加えて、五つの季節があるとも言われ

ている。

心技体が揃ってこそ名横綱と言えるだろう。

私の中学生の頃は、水金地火木土天海冥と覚えたものだが、現在、冥王

星は、太陽系の惑星から外されている。

県立図書館は、土日祝も利用できます。

。日韓両国の外務大臣による会談後、日朝韓３カ国の担当者会議が開かれた

華道では、天地人の３要素を枝に配し、宇宙を表している。

弟は小中高一貫教育の学校を卒業した。

起承転結は、漢詩の組み立て方を表す言葉だが、比喩的に物事の順序を

指すときにも用いられる。



８．複合動詞

もう一度読み返してやっと思い出しかけたところです。

十日間ほど探し歩いて、ようやく尋ね当てることができた。

何かとお金がかかりすぎるから貯金を切り崩し始めた。

書き損なった文字をきれいに書き直してから、再度全体を読み返しまし

ょう。

歩き疲れて重くなった体にムチ打って、何とか目的地までたどり着きま

した。

考えあぐねて答えが出ない時は、スタートに立ち返ってみよう。

賢治は生まれ育った岩手の地を生涯愛し続け、すばらしい作品を世に送

り出した。

持って回った言い方をせず、率直に言い聞かせる方がよい。

取ってつけたようなお世辞に、あきれ果てて言葉がありませんでした。



９ 「する」．

予期せぬ事態になって当惑し、ハラハラしつつも黙って見ているしかな

かった。

知らない土地を一人で旅したり、温泉でのんびりするのがわたしの唯一

の趣味だ。

知って得する冷凍術、今回は食材に適した保存方法で鮮度を長持ちさせ

るコツを紹介します。

現地で見聞きしたことをメモしておき、後でそれを見て文章化すればよい。

今日はゆっくりしていられないので、近いうちにまたお邪魔します。

古き良き下町の雰囲気が見事に再現されている点も一見に値する。

すぐアドバイスするのではなく、まず自分の頭で考えさせることが大切

です。

有能なプロカメラマンにしてよき家庭人である彼は、家族の笑顔を瞬時

にして芸術作品にしてしまう。



10．複合形容詞

ニュースを聞いていると、耳新しい専門用語が出てきて戸惑ってしまう。

転居先は気候が温暖で、暮らしよい土地のようです。

何でも心安く頼める知人が近所にいるので、大いに助かっています。

簡単に譲るつもりはなかったのだが、心弱くも適当なところで妥協して

しまった。

靴を買う際にはデザインの良し悪しだけでなく、歩きやすく疲れにくい

ものを選びましょう。

このまま物価が上昇していくとこの先どうなるか、末恐ろしいことだ。

若輩の身でこんなことを申し上げるのは恐れ多いのですが、この際一言

だけ言わせていただきます。

縁日では甘辛いみたらし団子を買ってもらい、インチキ臭いと思いなが

らもガマの油売りから目が離せなかった。

口やかましく指図することで皆の顰蹙を買っていた隠居だが、最近はめ

っきりおとなしくなった。

口さがないのは世の常、その日も人の噂でひとしきり盛り上がっていた。

分別くさいことをいうので辟易したが、なんとも末頼もしい子供だ。

初夏だというのに、肌寒い毎日が続いている。

なんとなく人恋しくなって久しぶりに街へ出かけた。



11．接続詞句や副詞句

この建物を取り壊して、食べ物屋か、でなきゃコンビニでもしますか。

出て行け、さもないと警察を呼ぶぞ。

失敗の原因は、つまるところ資金の不足だ。

いずれにせよ、今日中に納入するのは無理だ。

とすると犯人は窓ガラスをたたき割って忍び込んだということになりま

すか。

何はともあれ、彼が無事に帰ってきて良かった。

地図を片手にどうやらこうやら迷わずに済んだ。



12．連濁を生じた複合語

その恋はひとり相撲だったんじゃない、いい人生勉強になったと思うし

かないね。

ＮＨＫラジオの人生読本という番組を聞きたくて、早起きをしたものだ。

麻婆豆腐は、木綿豆腐と豚肉の粗挽き肉、それにトウバンジャン、テン

メンジャン、ニンニクなどを加えて作ります。

若い頃は自転車通勤で体力作りに励みましたが、航空会社を退職後は、

読書三昧の日々です。

生姜醤油で楽しむ姫路おでんは食通の間で話題となっている。

江戸っ子の旺盛な遊び心が、江戸文化の華を絢爛と咲かせた。

主人公の冒険話につい引き込まれ、夜通し読書をしてしまったので、い

ささか睡眠不足気味である。

三連休の間、家族サービスに徹したお父さんは、運転疲れと日頃の運動

不足がたたった筋肉痛でぐったりしています。

柱時計、五右衛門風呂、掘り炬燵などは、どれも故郷の家の思い出深い

品々です。

新人ピッチャーの完全試合に、場内は観客の三三七拍子や鳴り物の音で

騒然となった。

在庫不足による出荷の遅れに加え、交通渋滞で更にお届けが遅くなりま

したこと、重ね重ねお詫び申し上げます。



13．短い語からなる慣用句など

妙な胸騒ぎがしたのは虫の知らせだったのでしょうか。

檜舞台に立つ日を一日千秋の思いで待ちこがれています。

相手がひるんだ瞬間、間髪を入れずに投げ技を仕掛けた。

こんな事件を解決するぐらいはお茶の子さいさいだ。

口八丁手八丁で調子はいいけれど、信用してよいのやらどうやら。

電力需要がうなぎのぼりの夏を迎えて、その場しのぎでない方策が肝要

です。

怖いもの見たさで首を突っ込んで、抜き差しならない状態に追い込まれ

てしまった。



14．年月日や名数

2011年５月３日は64回目の憲法記念日です。

11時50分発の新幹線で東京を出発し、盛岡には14時20分着の予定です。

Ａチームの観客数は前年比7500人減と低迷、来年度は10パーセント増

を目標にしている。

５リットル強は入る容器を９ドル80セントで購入した。

１ヶ月弱の間に３キロ超の減量に成功した。



15．繰り返し言葉

部署部署によって仕事の内容が違い、就業時間が違うので、雰囲気も自

ずと異なっている。

来る来ると報じられていた台風の進路が変わり、天候はみるみるうちに

回復に向かった。

いつも相手に先を越され、対応が後手後手に回ってしまう。

早くしろしろと急かされて、つり銭の計算を間違えてしまった。

作文を書くことになり、鉛筆をなめなめ文章を考えてみたが、時間中に

はまとまらなかった。

先生から呼び出されて、おそるおそる職員室のドアを開けた。

技術的にはまだまだ未熟だが、今シーズンはまずまずの成績を残した。

数々のご親切、ただただ御礼申し上げるばかりです。

母はちょこちょことよく働く人で、坐っているのを見たことがなかった。

。ゆらりゆらりと波間に漂うボートに揺られながら、うつらうつらしていた

点字を書くコツコツコツという音があちこちから聞こえてきた。

休みの日は一日中ごろごろごろごろしていた。

遥か彼方まで空々漠々とした風景が広がっている。



16．動植物名や理化学用語

セイタカアワダチソウは根や地下茎からアレロパシー物質を分泌するの

で、新たな植物の侵入は困難になり、周辺はセイタカアワダチソウの天下

となる。

ベニテングタケは毒きのこですが、赤地に白の水玉模様という美しい配

色なので、絵本やアニメ映画、ビデオゲームなどにしばしば登場し、ディ

ズニーの映画などでもおなじみです。

フタバスズキリュウは、1968年に福島県いわき市の河岸に露出し

ていた双葉層群から、高校生によって発見された。

ポリ袋は、ポリエチレンでできており、ビニール袋とも言われるが、ビ

ニールは塩化ビニールでポリエチレンとは異なる。

ニトロセルロースと樟脳を混合して作られたセルロイドは世界最初の熱

可塑性合成樹脂である。

炭酸水素ナトリウムは重曹ともいわれ、塩に近い天然成分で、ふくらし

粉に用いられたり、山菜などのあく抜き用に、またクレンザー代わりにも、

。衿や袖口の汚れ落としにも役立ち、上手に使えば家事の強い味方になります



17．医学用語

平成18年の死亡数を死因順位別にみると、第１位は悪性新生物で32万

9198人、第２位は心疾患17万2875人、第３位は脳血管疾患12万8203人

となっている。

生活習慣病とは糖尿病、脳卒中、心臓病、高血圧、肥満などのことを指

しています。

酒は百薬の長といわれ、夏の冷たいビールは、五臓六腑に染み渡るとい

いますが、飲み過ぎは肝機能障害や肝硬変の元、週に二日は休肝日を設け

ましょう。

高脂血症は、それ自体は症状のない病気ですが、その後ろに待ち構えて

いる高血圧、動脈硬化と深く関係し、脳梗塞や心筋梗塞といった怖い病気

を招く恐れがあります。

肩こりは、同じ姿勢をとり続けるなどして、頭や腕を支える僧帽筋やそ

の周辺の肩甲挙筋、上後鋸筋、菱形筋群、板状筋、脊柱起立筋の持続的緊

張をきたし、筋肉が硬くなり、局所に循環障害が起こることが原因で、頸

肩腕症候群の初期症状の場合もある。



その３ 固有名詞

１．名字と名前 ２．敬称・官位・造語要素など

３ 「さん 「様 「君 「殿 「氏 「氏」． 」 」 」 」 」
さま くん どの し うじ

フーテンの寅さんの名字は車で、名前は寅次郎です。

ＩさんとＭ子さんは、昔からの知り合いで、30年来の付き合いだそ

うだ。

お釈迦様の名前は、ゴータマ・シッダルタだそうだ。

三国志には劉備、諸葛孔明など魅力的な人物が登場します。

島倉千代子さんはお千代さんと慕われ続けている。

うさぎさんが居眠りをしている間に、かめさんは一生懸命走ってゴ

ールに辿り着きました。

サザエさんやくまのプーさん、クレヨンしんちゃんは、長年みんな

に親しまれているキャラクターです。

水戸黄門でお馴染みの水戸のご老公に仕えている二人の名前は、助

さんと格さんです。

福原愛選手は、卓球の愛ちゃんとしてみんなから親しまれている。

第13回バン・クライバーン国際ピアノコンクールで、日本人として

初めて優勝した人は、辻井伸行さんです。

日記に書くとき、圭一くんのことはＫくん、咲子ちゃんのことはＳ

子さんと書くことにしている。



松太郎さんのことを美佐子姉さんは松じいと呼んでいる。

Ｙ電機の店長さんは、いつも笑顔でお客様に接している。

神様、仏様、イエス様、どうかわたしの願いを叶えてください。

Ｓ病院のＴ医師は、がん治療で有名な先生らしい。

お笑いタレントとして有名なビートたけしは、映画界では北野武監

督として、1997年、第54回ヴェネツィア国際映画祭で日本作品として

40年ぶりとなる金獅子賞を受賞した。

オバマ氏はアメリカの第44代大統領であり、2009年ノーベル平和賞

を受賞した。

東芝さん、富士通さん、パナソニックさん、ＮＥＣさんに比べ、わ

が社の製品は価格を低く抑えています。



４．住所など ５．地名や自然名 ６．組織・団体名など

南アフリカ共和国西ケープ州に位置するケープタウン。

蔦温泉に宿泊し、蔦沼めぐり自然研究路を散策した。

主婦の友社は千代田区神田駿河台にあり、最寄り駅はお茶の水です。

潮岬灯台は紀伊半島南端、和歌山県東牟婁郡串本町にある。

琵琶湖畔から竹生島を眺めた風景になぞらえて、不忍池に弁天島が造ら

れました。

伊豆半島東側の海沿いには伊東、熱川、伊豆稲取などの東伊豆温泉郷、

反対側には景勝地として名高い堂ヶ島がある。

西本願寺は浄土真宗本願寺派、東本願寺は大谷派の総本山です。

サイゴンは、革命家ホー・チ・ミンに因んでホーチミン市と改称された。

野鳥の会奥多摩支部の仲間と、沖縄の野鳥の森自然公園を訪ねる計画が

ある。

彦根市で行われた全視情協大会に、滋賀県知事、彦根市長から祝辞が寄

せられました。



〈参考〉その４ 方言・古文など

今、なんばしよっとね。

今度、買うたげるけえ。

よう知ってはりまんな。

ちょっと来とくれやす。

こよなう徒然なれど、いといたう遠きほどならずと聞けば

その山見るに、さらに登るべきやうなし

ル ヲ

牀 前 看 月 光
二 一

フラクハ レ ノ カト

疑 是 地 上 霜

ゲテ ヲ ミ ヲ

挙 頭 望 山 月
レ 二 一

レテ ヲ フ ヲ

低 頭 思 故 郷
レ 二 一



第３章のまとめ

▼ 聖徳太子は飛鳥時代、弘法大師は平安時代にそれぞれ仏教の普及に

努めた。

▼ 少し雨模様の夜明け方、まだ夜の気配が残るひんやりとした空気の

中で、ちいさな額紫陽花の花が雨垂れに面を洗われながら懸命に咲いてい

る姿は、ひどくけなげに映る。

▼ 書きながら考えるのではなく、何を書くか、テーマの段階でしっか

り整理しておくこと。未整理で作品の腰が定まっていないと、支離滅裂に

なって文章どころではなくなってしまう。

▼ 言葉の通じない作家と小説について語り合うのは、どんな場合であ

れ心もとないものだ。味方になってくれるはずの言葉が不自由なのだから、

臆病にもなるし、憂鬱にもなる。

▼ 三十数年の人生で初めて、犬を飼ってみようか、という気になった

のは、優雅にして思索的な散歩にあこがれてのことであった。そこで我が

家へやって来たのが、ラブラドールの子犬ラブである。

▼ ホルモンは、それ自体でエネルギーを生みだすわけではなく、体の

各器官の働きをコントロールする調整物質として働く。要するに、生命活

動の恒常性を維持する働きをしているのだ。



▼ 素人ならではの視点で考えてみてほしいのです。慣例というだけで

続けられていることも多いはずです。現状維持ばかりでは進歩がありませ

ん。変えるべき点はないか、このへんで徹底的に検討しましょう。

▼ 日に日に精彩をなくしていく彼を見ていると、どうしようもなく情

けなくなるのです。並々ならぬ愛情なくしては、教え導くことはおろか関

わり続けることも覚束ないのではないでしょうか。

▼ おとなし過ぎるくらいに見える彼女がこの間からそんなに思い悩ん

でいたなんて、神ならぬ身ゆえ知るよしもありませんでしたが、尊敬に値

する真剣さでもって愛する気持ちを貫き通したことに心打たれます。

▼ 15世紀後半以降、スペインやポルトガルを先駆けとして、新航路

を開拓する大航海時代に入った。バスコ・ダ・ガマは東回り航路を、コロ

ンブスは西回り航路を開拓したが、船員たちは、ビタミンＣ不足から来る

壊血病に苦しんだ。17世紀初頭には、イギリス、オランダ、フランスな

どが東インド会社を設立し、植民地経営に乗り出した。

▼ 考え方によれば、駐車場というものはきわめて非生産的で不経済な

空間である。普通の乗用車１台分にすれば、必要なのは幅と高さがいずれ

も２メートル弱で長さが６メートル弱の空間であるが、この空間がもっぱ

ら１台の自動車という物体を置くためだけに用いられ、自動車が働いてい

るときは、dead spaceとして遊んでいるのである。



▼ そのレストランの客層は主として学生である。値段からして

手頃なのが一番の理由だが、味も若者好みで、何と言っても女主人

の人柄が田舎の母親を思い出させるのであろう。

▼ 辞書の中にしまってあって、滅多に日の目を見ない単語が案

外とある。特別の事物や目上の相手にしか使えない語もまた多い。

だが、先祖から受け継いだ貴重な財産を、古くなったからといって

埃のかぶるままに捨て置いていいものだろうか。宝の持ち腐れとは

もったいない話だ。

▼ 鳥獣というように、鳥は獣と並び称されることが多い。昔話

の中でも犬と猿と雉が仲良く肩を並べているし、鳥羽僧正も鳥と獣

を一緒に描いた。それだけに鳥は古来、人間生活の中に深く関わり

を持ち続けてきた。

▼ 高コレステロール血症や高中性脂肪血症の人は、甘いものは

制限されます。とくに異常がない人は無理に減らす必要はありませ

んが、食べすぎると肥満や高中性脂肪になりがちです。動物性脂肪

が多くて砂糖も多いチョコレートやショートケーキ、アイスクリー

ムなどなどは、要注意です。


