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Ｌ．１ Ｌ．２ Ｌ．３ Ｌ．４ Ｌ．５
比較（１） 様子・類似（１） 程度・変化（１） 対比・逆接（１） 伝聞 （１）

主要な ・ＡはＢより ・～ようだ ・どれくらい ・～が ・～そうだ
文型 ・ＡとＢと ・～ような ・どのくらい ・～けど／けれど も ・～ということだ（ ）
表現 どちらが ・～ように ・どれだけ／程度 ・けれども／だが ・～らしい

・ＡよりＢのほうが ・～みたい ・～よりどのくらい ・でも／しかし ＊情報源を示す
・ＡはＢほど～ない ・～は～と似ている ・～より＋程度副詞 ・ところが ・～によると
・～で一番 ・～は～とそっくりだ ・～より＜具体的数＞ ・～のに／それなのに ・～の話では
・ＡとＢとＣの中で ・～ば～ほど ・ＡはＢと違って ・～で～んですが
一番 ・名詞＋ほど ・ＡとＢの違いは ・～から聞いた

・ＡはＢに比べて ＊程度副詞 ～こと／点だ んですが
・ＡはＢに比べると ・今でも／今では ・ＡがＢと違うのは ・～から聞いた

～こと／点だ ところによると
・聞くところに
よると

その他 ・形容詞く＋感じる ＊言葉の説明／定義 ＊取り立てる表現 ・～たびに ・～ごとに
の ・副詞＋の＋名詞 ・～というのは ・など［例示］ ＊使役受け身文
文型 ・～は～によって違う どういう意味／ ・～なんて
表現 ・～のではないで ことですか （／など／なんか） ・～ことになる

しょうか ・～というのは何の ［軽視・驚き］ ・～ことになった
ことですか ・～ことにする／した ・～ことになっている

＊述部省略
・ どんな）ところ（

［ ］点・箇所
（ ）・それでは どうして

・なんとなく （・まるで） ・全く
・やや／ほんの
・まあまあ
・けっこう注： ）内の副詞は（
・だいぶ／相当上の文型・表現
・非常に／すごくと重なるもの
・最も

Ｌ．１１ Ｌ．１２ Ｌ．１３ Ｌ．１４ Ｌ．１５
比較（２） 様子・類似（２） 程度・変化（２） 対比・逆接（２） 伝聞（２）

主要な ・ ～より）～ほうが ・ＡをＢにたとえる ＊変化を表す基本文型 ・～（の）に対して ・～とのことだ（
文型 ましだ ・ＡはいわばＢ ・名詞になる ・それに対して ・～という
表現 ・～ほうがまだましだ （のようなもの）だ ・形容詞くなる ・一方 ・～と聞いている

・～くらいなら ・動詞ようになる ・ところが ／聞いた
～ほうがましだ ・～てくる／いく ・～と言われている

・～ほど～修飾語＋ ・～につれて
名詞はない ・～にしたがって

・～はＡというより ・～するほどだ／
むしろＢ ほどではない

・数＋ばかり

その他 ・～にとって（は） ・Ｘを～と呼ぶ ＊書き言葉のスタイル ・～タまま
の ・～として ・～によって［手段］ ・連用形の中止用法 ・～だけでなく～も
文型 ・～も・・・ば ・におい／音／味 ・たとえ～ても
表現 ～も・・・ がする

［ ］・～タものだ［回想］ ・～タイものだ 強調

・つまり ・また ・ちなみに
・いわゆる

・かえって （・いわば） （・たとえ）
（・むしろ）
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文型・表現シラバス

Ｌ．６ Ｌ．７ Ｌ．８ Ｌ．９ Ｌ．１０
時（１） 様子・推測（１） 予想・期待（１） 原因・理由（１） 理由原因（２）

主要な ・～する／した時～ ・～そうだ ・～と思っていたが ・～て／で・・・ ・なぜ～かわからない
文型 ・名詞まで（に） ・～そうもない ・～と思っていたら ・～ために ・なぜ～かというと
表現 ・動詞まで（に） ・～そうにない ・～と／たら・・・た ・～によって／よる～ ・・・からだ

・～間（に） ・～なさそうだ ・せっかく・・・のに ・～から ・～おかげで／せいで
・～中［動作進行］ ・思っていたより ・ですから／だから ・～のは・・・おかげ／
・～中［期間］ ・思っていたほど ・～ので せいだ
・～中に ～ない ・それで
・～始める ・やはり ・～から（です）
・～続ける ・意外にも～ ・～のは・・・からだ
・～終わる ・予想が当たる／ ／ためだ
・～出す はずれる ・～ものですから

・～もの／もん

その他 ・～ようになっている ・～以上／以下／以内 ・ 名詞）ばかり ・より～ 今との比較 ・～てくる／いく（ ［ ］
の ・～以外 ・～てばかり ・～なければいけない ［移動方向］
文型 ・～なくてはいけない ・ 動詞）だけだ／で（
表現 ・～ことがある ＊仮定条件 ＊縮約形 ・ 文）とか（文）とか（

・～とすると／ ・～なくちゃ
すれば／したら ・～なきゃ）

・～ものだ
［真理・当然］

［ ］・それでは 話題転換

・つい （・今にも） （・せっかく） ・思わず
（・やはり）
（・意外にも） （・ただ～だけ）

Ｌ．１６ Ｌ．１７ Ｌ．１８ Ｌ．１９ Ｌ．２０
時（２） 様子・推測（２） 予想・期待 （２） 原因・理由（３） 説明・結論

主要な ・～うちに ・～そうになっている ・予想した／ ・～からこそ ・～わけだ
文型 ・～ているうちに ・～そうにしている 思っていたとおり ・・・ のだ） ・～わけではない（
表現 ・～から～にかけて ・～そうに見える／ ・予想／期待どおり ・～ばかりに ・～といっても

気がする／ ・予想に反して ・～からには ～というわけではない
感じがする ・期待を裏切る ・～からといって

・～そうになった ・案の定／案外 （いつも／必ずしも）
・～に違いない ・まさか ～というわけではない
・～はずがない ・まさに ～とは限らない

その他 ・～がち ＊書き言葉のスタイル ＊書き言葉のスタイル ・～（し）ようがない
の ・ いかにも） ・デアル体 ・～ずに ・・・ ・～わけにはいかない（ 、
文型 ～らしい
表現

・～（する）ことだ ・～ことに（は） ・ さぞ）～ことだろう（
［ ］ ［ ］忠告・命令 文副詞的用法

・～ものだ（ね）
［ ］感嘆・驚き

（・それか［選択］
→会話文型< >）8

（・いかにも） （・よく） ・ついに （・さぞ） ・わざわざ
（・案の定／案外） ・うっかり
（・まさか） （・必ずしも）
（・まさに）
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