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動詞の類義語が相互に入れ替え可能な例文集 

－類義語リストを作成する作業から－ 

 

水上由美 

 

１．はじめに 

本稿は、動詞の類義語について相互に入れ替えが可能な例文を提示するものである。こ

れらの例文は、『学習辞書科研』(科学研究費補助金基盤研究(A)「汎用的日本語学習辞書

開発データベース構築とその基盤形成のための研究」課題番号：23242026，(代表：砂川有

里子)の略称)プロジェクトの中の類義語をリスト化する作業を行った際に集められたもの

である。この類義語をリスト化する作業を行う際に使用した資料は「日本語教育語彙表」

である。この語彙表について、李(2013)では、「日本語教科書の語彙調査と大規模コーパ

スによる目標言語領域に対する定量的な調査を行い、その調査に基づいて汎用的な日本語

教育用の語彙表を作成した」(p.12)と述べられている。約18,000語の語彙表であり、検索

機能を利用すると、語義や用例等の情報を得ることができる。このシステムを利用して、

動詞1,754語について、類義語を探し出す作業を行い、その時に集められた用例や例文を以

下に提示する。 

もう少し具体的に経緯を述べたいと思う。上記の「日本語教育語彙表」の単語検索シス

テムでは、例えば、ある動詞を検索すると、その動詞の語義と用例等の情報が表示される

他、「分類語彙表」による意味情報が付けられていて、それが一致する語が関連語として出

力されるようになっている。つまり、まず「日本語教育語彙表」の単語検索システムによ

って、「分類語彙表」の意味情報が同じ語を関連語として絞り込み、それらの語の中から、

さらに日本語学習者にとって有意義な類義語を抜き出す作業を行ったということである。 

この類義語を抜き出す作業を始めた当初は、収録語彙約 18,000語の内、動詞 1,745語に

ついて、見出し語リストの上から順に、「日本語教育語彙表」の単語検索システムで検索を

行い、画面上に出力された関連語の中から、さらに意味が似ていると感じた語をただただ

直感で抜き出し、類義語としてリストに記載していった。しかし、それらは誰もが類義語

だと感じるか否かは定かではないだろう。そこで、検索語と直感で抜き出した語が、相互

に入れ替え可能な文が考えられる時、それらを類義語とすることにした。この際、「日本

語教育語彙表」の単語検索システムで表示される各語の語義や用例を参照したが、用例が

表示されない場合や、表示されている用例を少し変えることで入れ替えが可能になる場合

等が出てきた。この場合は、筆者が例文を作成したり、用例を改作したりしながら、作業

を進めた。 

このような作業を繰り返す中で集まった用例や例文は、類義語に関する参考情報の一つ

として、日本語学習者にとって役に立つと考える。そこで、以下に、その例文集を作成す

ることにした。なお、筆者の力不足により、まだ動詞 1,754語全ての類義語の例文集では
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ないことをお断りさせていただきたい。それでは、以下、2節で、用例や例文の記載方法に

ついて述べ、3節で、動詞の類義語と例文集を提示する。 

 

２．用例や例文の記載方法について 

用例や例文は、次の(1)のように記載した。類義語「会う」「待ち合わせる」を例にして

示す。また、例文に付されている下線や[改]、[作]等は、以下の(2)から(5)の通りである。 

(1)記載方法の例 

会う／待ち合わせる 

妹と映画館の前で{会う/待ち合わせる}ことになっている。 

約束の時間に先生{に会う/と待ち合わせる}。[改] 

明日１２時に学食で{会おう/待ち合わせよう}。[作] 

(2)[改]について 

「日本語教育語彙表」に記載されている用例に、少し手を加えた場合に付した。例えば、

(1)の場合、「日本語教育語彙表」の用例では「約束の時間に先生に会う。」となっている。

この用例において、「会う」と「待ち合わせる」を入れ替える時、「に待ち合わせる」では

なく「と待ち合わせる」としたような場合の他、用例「台風の影響で海も山も荒れている。」

において、「荒れる」と「しける」を入れ替える時、「海も山も荒れている」を「海が荒

れている」「海がしけている」としたような場合等である。 

(3)[作]について 

筆者が作成した例文に付した。 

(4)無印について 

「日本語教育語彙表」に記載されている用例をそのまま提示した場合には、何も付して

いない。 

(5)下線について 

「日本語教育語彙表」の中で、元々記載されている語の方に下線を付した。例えば、(1)

の場合、最初の「妹と映画館の前で{会う/待ち合わせる}ことになっている。」では、「日本

語教育語彙表」に元々記載されている語は、「待ち合わせる」の方である。次の「約束の時

間に先生{に会う/と待ち合わせる}。[改]」では、「日本語教育語彙表」に元々記載されて

いる語は、「に会う」の方である。最後の「明日１２時に学食で{会おう/待ち合わせよう}。

[作]」のように、筆者が作成した例文には、下線はない。 

 それでは、以下に、類義語リストを作成する中で集まった、用例や例文を提示したいと

思う。 

 

３．動詞の類義語と例文集 

会う／出会う 

駅前でばったり小学校の時の友達{に会った/と出会った}。[改] 
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駅前で旧友{に会った/と出会った}。[改] 

 

会う／待ち合わせる 

妹と映画館の前で{会う/待ち合わせる}ことになっている。 

約束の時間に先生{に会う/と待ち合わせる}。[改] 

明日１２時に学食で{会おう/待ち合わせよう}。[作] 

 

会う／巡り会う 

生き別れた親子が 50年ぶりに{会う/巡り会う}。[作] 

 

遭う／出会う 

登校の途中で列車事故に{遭った/出会った}。 

駅の前でばったり小学校の時の友達に{遭った/出会った}。 

 

合う／合わさる 

2つのコードがここで{合って/合わさって}つながっている。 

パズルのピースが{合う/合わさる}。 

 

合う／引き合う 

こんなに忙しいのに給料が安くては{割りに合わない/引き合わない}よ。[改] 

 

合う／重なり合う 

目と目が{合う/重なり合う}。 

 

合う／見合う 

こんなに忙しいのに給料が安くては{割りに合わない/見合わない}よ。[改] 

 

仰ぐ／尊ぶ 

山田先生を師と{仰ぐ/尊ぶ}。 

師として{仰ぐ/尊ぶ}。 

 

仰ぐ／見上げる 

空を{仰いだ/見上げる}。 

夜空を{仰ぎ/見上げ}、花火が上がるのを見ていた。 

 

あおる／駆り立てる 
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競争心を{あおる/駆り立てる}。[作］ 

 

あおる／仕向ける 

子供が自分で夏休みの宿題を終えるように{あおった/仕向けた}。[作] 

営業成績を表にして、部内で営業マンの競争心を{あおる/仕向けた}。[作] 

 

明かす／打ち明ける 

胸の内を{明かす/打ち明ける}。 

彼は初めて身分を{明かした/打ち明けた}。 

心を{明かせる/打ち明けられる}友人がほしい。 

友人に悩みを{明かした/打ち明けた}。 

 

上がる／上る 

気温が 30度に{上がった/上った}。 

その人の名前は、話題に{上がらなかった/上らなかった}。[作] 

 

上がる／舞い上がる 

面接で{あがって/舞い上がって}しまい、答えられなかった。 

 

空く／すく 

コピー機が{空いて/すいて}いるので、今のうちにコピーしよう。 

電車の中で{空いて/すいて}いる場所に立つ。[作] 

 

開(あ)く／開(ひら)く 

幕が{開(あ)1いて/開(ひら)いて}、司会者が出てきた。 

その店は 10時から 8時まで{開(あ)いて/開(ひら)いて}いる 

２人の選手の間は、10メートルくらい{あいて/開(ひら)いて}いた。 

風が吹いて、ドアが{開(あ)いた/開(ひら)いた}。 

 

焦る／慌てふためく 

時間に間に合わないと思って、{焦った/慌てふためいた}。 

「あっ」と慌てふためく予想外の展開に{焦る/慌てふためく}。 

 

焦る／慌てる 

                                                   
1 カッコ書きの読みは、筆者が付したものである。以下同じ。 
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時間に間に合わないと思って、{焦った/慌てた}。 

時計を見たら約束の時間の 15分前だったので、{焦って/あわてて}家を出た。 

図書館に行くと言って家を出たのに新宿で母親と会ってしまい、うそがばれそうになって

{焦った/あわてた}。 

 

焦る／動ずる 

時間に間に合わないと思って、{焦った/動じた}。 

難しい局面を{焦る/動ずる}ことなく乗り切る。[作] 

 

焦る／まごつく 

突然質問されて、{焦った/まごついた}。 

 

あせる／薄れる 

畳の色が{あせて/薄れて}いる。[作] 

 

あせる／白ける 

壁のポスターはすっかり色が{あせて/白けて}しまった。[作] 

 

あせる／はげる 

カーテンの色が{あせる/はげる}。 

 

与える／授ける 

部下に重要な任務を{与える/授ける}。 

文化勲章を{与える/授ける}。 

天が私に幸せを{与えて/授けて}くれた。 

 

温める／熱する 

フライパンを{温めて/熱して}から油を入れる。[作] 

 

あたふた／どぎまぎ 

{あたふた/どぎまぎ}する。 

注文がキャンセルになる等、{あたふた/どぎまぎ}してしまった。[作] 

 

当たる／ぶつかる 

柱に体が{当たった/ぶつかった}。[作] 

楽しみにしていた旅行と就職面接が同じ日に{当たって/ぶつかって}しまった。[作] 
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扱う／使う 

このコピー機は{扱い/使い}やすい。  

仕事の時コンピューターを{扱います/使います}。 

 

扱う／取り扱う 

このコピー機は{扱い/取り扱い}やすい。  

振込みは郵便局で{扱う/取り扱う}。  

実験の時、薬品を{扱う/取り扱う}ので注意してください。 

危険物を{扱う/取り扱う}。 

この店では食料品や日用品を{扱って/取り扱って}いる。 

環境問題を{扱った/取り扱った}本を読む。 

他人の子供も平等に{扱う/取り扱う}。 

 

扱う／用いる 

実験の時、薬品を{扱う/用いる}ので注意してください。 

火を{扱う/用いる}ので、注意してください。 

彼は会社の中で重く{扱われて/用いられて}いる。 

 

あっさり／さっぱり 

このお店の料理は{あっさり/さっぱり}していて食べやすい。 

 

集まる／たかる 

樹液にカブトムシが{集まって/たかって}いる。[作] 

無数のハエが生ごみに{集まって/たかって}いた。[作] 

 

集まる／集う 

中高年の人たちが{集まる/集う}と、健康についての話が出る。[作] 

 

集まる／群がる 

魚がえさに{集まる/群がる}。 

 

集まる／群れる 

何が始まるのか、公園に人々が{集まって/群れて}いる。[作] 

集める／募る 

学生を{集めて/募って}、話をした。 
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寄付を{集める/募る}。 

 

集める／まとめる 

荷物を{集めて/まとめて}ください。 

データを{集めて/まとめて}、論文にする。 

 

当てる／言い当てる 

話もしていない過去のことを{当てる/言い当てる}。 

 

当てる／ぶつける 

練習試合でコーチはわざと強いチームと{当て/ぶつけ}させた。 

雪の玉を妹に{当て/ぶつけ}たら、泣いてしまった。  

 

当てる／割り当てる 

新しいプロジェクトに新人を{当てる/割り当てる}。 

 

暴く／ばらす 

正体を{あばく/ばらす}。[作] 

 

暴れる／あがく 

犯人は捕まってもなお逃げようと{暴れた/あがいた}。[作] 

 

暴れる／荒れ狂う 

吉川さんは酒に酔って{暴れた/荒れ狂った}。 

{暴れる/荒れ狂う}牛を必死に押さえつける。 

妻に死なれた男は酒を飲み、{暴れた/荒れ狂った}。 

 

暴れる／騒ぐ 

税金の値上げに対して人々が{暴れて/騒いで}いる。 

吉川さんは酒に酔って{暴れた/騒いだ}。 

昨日はみんなで酒を飲んで{暴れて/騒いで}しまった。 

最近はレストランで{暴れる/騒ぐ}子どもを叱らない親が多くなった。 

 

浴びせる／投げ掛ける 

アイドルの周りにはいつも多くのファンが集まり、熱い視線を{浴びせる/投げ掛ける}。

[作] 
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余る／売れ残る 

今日のパーティーは参加者が少なかったため料理が{余った/売れ残った}。 

{売れ残る/余る}とバーゲンなどで安売りされる。 

あの店は商品が{余る/売れ残る}と半額にして販売する。 

 

余る／だぶつく 

多くの金融機関で資金が{余って/だぶついて}いるらしい。[作] 

 

余る／残る 

今日のパーティーは参加者が少なかったため料理が{余った/残った}。 

スピーチの持ち時間は 30分だから、あと 5分{余って/残って}いる。 

 

あやす 426／扱う 293 

赤ちゃんを{あやす/扱う}のがうまい。 

 

操る 427／扱う 

あの課長は部下を{操る/扱う}のがうまい。 

 

操る／動かす 

彼は経済界を{操って/動かして}いる 。 

人形を{操って/動かして}、子ども達に見せた。  

マウスを使ってパソコンを{操る/動かす}。 

あの課長は部下を{動かす/操る}のがうまい。 

金の力で彼を{動かす/操る}ことはできなかった。 

 

危ぶむ／案ずる 

遭難した人の命が{危ぶま/案じら}れる。 

夫の身を{危ぶむ/案ずる}。 

 

謝る／わびる 

これは{謝って/わびて}済む問題ではない。 

 

誤る／間違う 

道を{誤る/間違う}。 

{誤った/間違った}ダイエットは体をこわすので要注意です。 
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{誤った/間違った}考え方。 

答えを{誤って/間違って}、減点された。 

 

誤る／間違える 

君の判断は{誤って/間違えて}いる。 

テストの時漢字を{誤って/間違えて}しまった。 

 

歩み寄る／近寄る 

窓に{歩み寄って/近寄って}外を眺めた。 

火山の火口に{歩み寄って/近寄って}中をのぞいた。 

 

歩む／歩く 

健康で幸せな人生を{歩む/歩く}。 

私は芸術の道を{歩んで/歩いて}いくつもりだ 。 

光の中を{歩む/歩く}。 

 

洗う／すすぐ 

「お皿を{洗う/すすぐ}のを手伝ってください」「いいですよ」。 

洗濯物を{洗う/すすぐ}。 

 

洗う／ゆすぐ 

洗濯機でシャツを{洗った/ゆすいだ}。  

 

争う／もめる 

父親の死後、遺産の相続をめぐって兄弟が{争って/もめて}いる。 

遺産相続で{争う/もめる}。 

 

改まる／変わる 

祖父の容態が{あらたまった/変わった}ので、心配している。 

古い制度が{改まって/変わって}、やりやすくなった。 

年が{改まった/変わった}ので、気持ちを入れ変えよう。 

年が{改まって/変わって}２００６年になった。 

 

改める／変える 

今日は時間がありませんので、細かい点はまた日を{改めて/変えて}相談しましょう。 

教会での結婚式の後、会場を{改めて/変えて}レストランで披露宴をした。 
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今までの親への反抗を反省して、日々の行いを{改める/変える}。 

予定を{改める/変える}。 

チームの色を赤から青に{改める/変えた}。 

事故防止のため交通規則を{改める/変える}。 

会社は販売体制を{改めた/変えた}。 

 

改める／直す 

一度作文を書いたが、清書するためにもう一度書き{改めた/なおした}。 

 

改める／見直す 

事故防止のため交通規則を{改める/見直す}。 

予算不足で計画を{改め/見直さ}なければならない。 

 

改める／書き改める 

資料の詳細を{改める/書き改める}。[作] 

 

有り触れる／在り来り 

ジーンズに Tシャツという{有り触れた/在り来りの}格好が好きだ。[作] 

 

歩き回る／動き回る 

一日中{歩き回る/動き回る}。 

子どもが自分勝手に{歩き回る/動き回る}。 

旅行中は毎日忙しく{動き回って/歩き回って}疲れた。 

 

歩き回る／巡る 

町を{歩き回る/巡る}。 

諸国を{歩き回り/めぐり}、各地の特産物を堪能する。 

 

歩く／渡り歩く 

空気のきれいな場所を求めて、世界中を{歩いた/渡り歩いた}。 

この業界で技術者として{歩いて/渡り歩いて}いくつもりだ。[作] 

 

荒れる／しける 

台風の影響で海が{荒れて/しけて}いる。[改作] 
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荒れる／廃れる 

この家は、住む人もなく{荒れた/廃れた}ままになっている 。 

街が{荒れる/すたれる}。 

 

合わせる／合わす 

答えを{合わせた/合わした}ら、間違っていた。 

山本さんと鈴木さんは、顔を{合わせる/合わす}と、いつもけんかがはじまる。  

赤と白を{合わせて/合わして}ピンクにする。 

コーヒーとミルクを{合わせて/合わして}、カフェオレにする。 

ピアノに{合わせて/合わして}ください。 

 

合わせる／混ぜる 

そば粉と小麦粉を８：２の割合で{合わせる/混ぜる}。[作] 

 

合わせる／組み合わせる 

二つの漢字を{合わせて/組み合わせて}熟語を作る。 

 

合わせる／突き合わせる 

答えを{合わせた/突き合せた}ら、間違っていた。[改] 

 

合わせる／照らし合わせる 

答えを{合わせた/照らし合わせた}ら、間違っていた。[改] 

 

慌てる／慌てふためく 

図書館に行くと言って家を出たのに新宿で母親と会ってしまい、うそがばれそうになって

{あわてた/慌てふためいた}。 

予想外の展開に{慌てる/慌てふためく}。 

 

慌てる／動ずる 

図書館に行くと言って家を出たのに新宿で母親と会ってしまい、うそがばれそうになって

{あわてた/動じた}。 

 

慌てる／まごつく 

突然質問されて、{慌てた/まごついた}。 
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言い張る／叫ぶ 

子どもが休みにどこかへ連れていってほしいと{言い張る/叫ぶ}ので仕方なく出かけた。 

無実を{言い張る/叫ぶ}。 

 

言い張る／言う 

子どもが休みにどこかへ連れていってほしいと{言い張る/言う}ので仕方なく出かけた。 

 

言う／こぼす 

佐藤さんは妻の料理がまずいと{言う/こぼした}。 

 

言う／しゃべる 

はっきり{言い/しゃべり}なさい。 

「このことは誰にも{言う/しゃべる}なよ」 

 

言う／つぶやく 

不満そうに{言う/つぶやく}。 

 

生かす／役立てる 

「これまでの経験を{生かして/役立てて}いきたいと思います。」 

 

生き生き／新鮮 

この詩は、{いきいきとした/新鮮な}表現で書かれている。 

彼のアイデアは{生き生きしている/新鮮だ}。[改] 

 

生き返る／よみがえる 

死んだ人が{生き返る/よみがえる}ことはない。 

 

行き着く／至る 

目的地に{行き着く/至る}までの日数。 

目的地に{行き着く/至る}までには２ヶ所の難所がある。 

 

行き着く／達する 

無事に目的地まで{行き着いた/達した}。 

 

行き着く／たどり着く 
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日本経済の{行き着く/たどり着く}先に何があるか。 

ようやく頂上に{行き着いた/たどり着いた}。 

 

行き着く／着く 

無事に目的地まで{行き着いた/着いた}。 

 

行き詰まる／滞る 

話し合いは{行き詰まり/滞り}、なかなか終わりませんでした。 

仕事が{行き詰まる/とどこおる}。 

 

生き残る／生き延びる 

印刷会社が{生き残る/生き延びる}ためにはニッチ市場を見付け、その専門領域に力を注ぐ

必要がある。 

この過酷な状況で一体誰が{生き残る/生き延びる}ことができるのだろう。 

自分流の学習方法で身につけた英語を駆使しながら、とにかく私はここまで{生き残って/

生き延びて}きた。 

スピードとタフさが求められるこの時代を{生き残る/生き延びる}だけでもすごいことだ。 

 

生きる／役立つ 

インターネットのサイトで生活に{生きる/役立つ}情報が得られた。 

 

行く／赴く 

直接社長と会って話すため、本社に{行く/赴く}。[作] 

任地へ{行く/おもむく}。 

 

行く／通う 

毎日歩いて学校に{行く/通う}。[作] 

この道をバスが{行く/通う}。 

 

行く／出掛ける 

買い物に{行く/出掛ける}。[作] 

 

行く／出向く 

急患の知らせに、隣町まで急いで{行った/出向く}。[作] 

新商品を持って、取引先に{行く/出向く}。[作] 
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生ける／挿す 

花瓶に花を{生けた/挿す}。 

 

いじめる／いびる 

弱い者を{いじめる/いびる}。 

 

居座る／座り込む 

コンビニエンスストアの前で何人か{居座って/座り込んで}いるようだ。 

 

抱(いだ)く／抱き抱える 

母の手に{抱かれて/抱き抱えられて}すやすやと眠る子どもを見た。 

 

抱(いだ)く／持つ 

不誠実な政府の対応に不信感を{抱いた/持った}。 

大きな夢を{抱いて/持って}日本に留学した。 

 

抱(いだ)く／抱(だ)く 

母の手に{抱かれて/抱かれて}すやすやと眠る子どもを見た。 

 

傷む／壊れる 

ドアが{傷んで/壊れて}いて開かない。 

 

至る／達する 

日本の体操は世界水準に{至る/達した}。 

能力の限界に{至った/達した}。 

目的地に{至る/達する}までには２ヶ所の難所がある。 

 

至る／たどり着く 

目的地に{至る/たどり着く}までには２ヶ所の難所がある。 

ようやく頂上に{至った/たどり着いた}。 

 

至る／着く 

この道は福島を経て仙台に{至る/着く}。 

10日午後 1時、目的地に{至る/着く}。[作] 

 

逸する／失う 
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チャンスを{逸しない/失わない}ように、積極的に行動する 。 

 

逸する／逃がす 

この好機を{逸し/逃がし}たくない。 

 

逸する／逃す 

チャンスを{逸する/のがす}。 

 

偽る／ごまかす 

記録を{偽り/ごまかし}たくなる気持ちはわからないではない。 

これ以上自分を{偽って/ごまかして}はいられなかった。 

年を{偽る/ごまかす}。 

 

いとう／嫌がる 

新入社員の中には団体行動を{いとう/嫌がる}人がいる。[作] 

どんな仕事も{いとわず/嫌がらず}にする。[作] 

 

いとう／嫌う 

自己中心的な人は{いとわれる/嫌われる}ことが多い。 

 

挑む／取り組む 

難問に{挑んだ/取り組んだ}が、解けなかった。 

難題に{挑む/取り組む}。 

 

祈る／拝む 

寺で仏像{に祈った/を拝んだ}。[改] 

 

祈る／願う 

彼の病気が早く治るように{祈った/願った}。 

正月に神社で一家の健康を{祈った/願った}。 

 

戒める／諭す 

報告を怠った部下を{戒める/諭す}。[作] 

 

嫌がる／嫌う 
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連休中の混雑を{嫌がって/嫌って}旅行は 1週間後に延期した。 

自己中心的な人は{嫌がられる/嫌われる}ことが多い。 

 

入り交じる／混ざる 

事実とフィクションが{入り交じった/混ざった}その内容。[改] 

風の中に、潮の匂いが{入り交じって/混ざって}いる。[改] 

 

入り交じる／混じる 

事実とフィクションが{入り交じった/混じった}その内容。[改] 

風の中に、潮の匂いが{入り交じって/混じって}いる。[改] 

 

入り交じる／交じる 

赤に白が{入り交じって/まじって}、縞模様になっている。 

敵と味方が{入り交じり/交じり}、激しい戦いを繰り広げた。 

 

入(い)る／入(はい)る 

山門に{入(い)る/入(はい)る}。[作] 

日が山の端に{入(い)る/入(はい)る}時、山が真っ赤に染まる。[作] 

50歳を過ぎた頃、仏門に{入(い)る/入(はい)る}。[作] 

これから話が佳境に{入(い)る/入(はい)る}ところだ。[作] 

 

入れ替える／差し替える 

歯を新しいのと{入れ替えて/差し替えて}もらった。 

 

入れ替える／詰め替える 

非常用袋の中身を{入れ替えた/詰め替えた}。[作] 

ロッカーの荷物をかばんに{入れ替えた/詰め替えた}。 

 

入れ替える／取り替える 

歯を新しいのと{入れ替えて/取り替えて}もらった。 

古い電池を新しい電池に{入れ替えた/取り替えた}。 

列の順番を{入れ替えて/取り替えて}もらった。 

 

入れる／込める 

これは５％の消費税を{入れた/込めた}額です。 

力を{入れて/こめて}思いっきり引っ張ったら蓋がとれた。  
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入れる／差し込む 

家でプリンターにメモリーカードを{入れて/差し込んで}印刷する。[作] 

 

入れる／挿す 

レターラックに手紙を{入れた/挿した}。 

江戸時代の侍は腰に刀を{入れて/挿して}いた。 

 

入れる／受け入れる 

1500年ぐらい前に仏教の考えを{入れた/受け入れた}。 

 

入れる／書き入れる 

気が付いた部分にコメントを{入れる/書き入れる}。[作] 

最後に名前を書き{入れて/書き入れて}完成させた。[作] 

 

入れる／組み入れる 

新商品開発のメンバーに新入社員を{入れる/組み入れる}ことになった。[作] 

 

入れる／差し入れる 

受け取ってくれなかったので、無理やり相手のポケットにお金を{入れた/差し入れた}。

[作] 

 

入れる／取り入れる 

洗濯物を{入れる/取り入れる}。 

 

入れる／踏み入れる 

芸能の世界に足を{入れる/踏み入れる}。[作] 

 

入れる／迎え入れる 

客を家に{入れる/迎え入れる}。[作] 

 

彩る／染める 

山肌を{彩る/染める}モミジが美しい。[作] 

 

植え付ける／植える 

子ども達に新しい思想を{植え付ける/植える}。 
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庭に花を{植え付けた/植えた}。 

 

飢える／渇く 

愛に{飢える/渇く}。 

 

うかがう／眺める 

しばらく状況を{うかがう/眺める}ことにしよう。 

 

うかがう／見る 

社会の動きを{うかがう/見る}。[作] 

周囲の様子を{うかがう/見る}。[作] 

 

浮かび上がる／浮き上がる 

魚が水面に{浮かび上がって/浮き上がる}きた。 

白玉をお湯に入れ、{浮かび上がる/浮き上がった}ところをすくう。 

飛行機が無事地面から{浮かび上がった/浮き上がった}。 

夜空に{浮かび上がる/浮き上がる}高層ビル。 

光に{浮かび上がる/浮き上がる}彼女の姿は美しい。 

 

浮かぶ／浮く 

無重力の世界では体が宙に{浮かぶ/浮く}。[作] 

気持ちよさそうにプカプカと{浮かんで/浮いて}いる。[作] 

両腕に血管が青く{浮かんで/浮いて}見える。 

彼女は黒地に花柄が{浮かんで/浮いて}見えるドレスを着ていた。 

 

浮かぶ／思い浮かぶ 

いい考えが{浮かぶ/思い浮かぶ}。[作] 

 

浮かべる／思い浮かべる 

試合前は、いいイメージを頭に{浮かべる/思い浮かべる}。[作] 

 

受け継ぐ／継ぐ 

父が亡くなった後、父の財産を{受け継いだ/継いだ}。 

山田さんは、前社長の事業を{受け継いだ/継いだ}。 

家業を{受け継ぐ/つぐ}。 

彼は伝統の技を{受け継いだ/継いだ}。[改] 
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受け継ぐ／引き継ぐ 

父が亡くなった後、父の財産を{受け継いだ/引き継いだ}。 

山田さんは、前社長の事業を{受け継いだ/引き継いだ}。 

彼女は母親の性格を{受け継いだ/引き継いだ}らしい。 

彼は伝統の技を{受け継いだ/引き継いだ}。[改] 

 

受け付ける／受け入れる 

体が弱っていて食べ物を{受け付け/受け入れ}ない。 

彼の絵画は全く{受け付け/受け入れ}られなかった。 

その主張は、全く{受け付ける/受け入れる}ことができない。[作] 

 

受け止める／悟る 

自分の弱さを{受け止める/悟る}。[作] 

 

受け止める／認める 

あるがままの自分を{受け止める/認める}しかない。[作] 

 

受け取る／もらう 

合格通知を{受け取った/もらった}時は嬉しかった。 

代金を支払って品物を{受け取った/もらった}。 

 

受ける／受け取る 

遺言状により財産を{受ける/受け取る}ことができる。  

 

受ける／受け止める 

彼にボールを投げたら、片手でボールを{受けた/受け止めた}。 

 

受ける／引き受ける 

この仕事を{うけます/引き受ける}。 

大量の注文を{受けた/引き受けた}。 

 

受ける／引き継ぐ 

遺言状により財産を{受ける/引き継ぐ}ことができる。 

この仕事を{うけ/引き継ぎ}ます。 

社長のポストを{受ける/引き継ぐ}ことになった。[作] 
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受ける／もらう 

遺言状により財産を{受ける/もらう}ことができる。 

この仕事を{うけ/もらい}ます。 

こんな大きな仕事を{受けた/もらった}のは初めてだ。[作] 

 

受ける／譲り受ける 

遺言状により財産を{受ける/譲り受ける}ことができる。 

この仕事を{うけ/譲り受け}ます。 

社長のポストを{受ける/譲り受ける}ことになった。[作] 

 

動かす／移す 

心を{動かす/移す}。 

タンスを隣の部屋に{動かした/移した}。 

 

動かす／ずらす 

急な出張が入り、会議の予定を１週間後に{動かした/ずらした}。 

「いすを少し右に{動かして/ずらして}もらえませんか。」 

 

動き回る／駆け回る 

犬が室内を{動き回る/駆け回る}。 

彼はステージを{動き回って/駆け回って}観客を楽しませた。 

 

動き回る／駆け巡る 

牛が牧場内を{動き回る/駆け巡る}。 

 

動き回る／飛び回る 

敏感に{動き回る/飛び回る}せわしい蝶だ。 

何かが室内で{動き回る/飛び回る}音がする。 

彼女は好きな仕事をするときは生き生きと{動き回る/飛び回る}。 

アーティストたちがをウォールを上下左右と自由自在に{動き回る/飛び回る}。 

 

動き回る／走り回る 

子どもが自分勝手に{動き回る/走り回る}。 
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最近、少し{動き回る/走り回る}とすぐ疲れる。 

彼はステージを{動き回って/走り回って}観客を楽しませた。 

彼女は好きな仕事をするときは生き生きと{動き回る/走り回る}。 

 

動く／移り変わる 

一国の歴史が{動く/移り変わる}瞬間をとらえる。 

時代が{動く/移り変わる}ことによって流行も変わる。 

 

動く／変わる 

政治が{動く/変わる}。 

販売課から人事課に{動いた/変わった}。 

システムを管理する場所が関西から関東に{動いた/変わった}。[作」 

 

動く／ずれる 

このめがねは、ちょっと走っただけですぐに{動いて/ずれて}しまう。 

地震によって屋根瓦が{動いた/ずれた}。 

 

動く／働く 

24時間体制で監視システムが{動いて/働いて}いる。[作] 

機械がうまく{動か/働か}ない。 

 

動く／回る 

川辺で水車がゆっくりと{動いて/回って}いる。[作] 

社員が知恵を出し合って、会社が{動いて/回って}いる。[作] 

 

失う／手放す 

チャンスを{失わ/手放さ}ないように、積極的に行動する。 

 

失う／見失う 

逃げ場を{失った/見失った}犯人は、警官に捕えられた。 

目標を{失う/見失う}。[作] 

 

薄める／割る 

ウィスキーを水で{薄める/割る}。[作] 

 

うずめる／埋める 
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裏庭に宝を{うずめて/埋めて}隠したそうだ。 

応援団が観客席を{うずめた/埋めた}。 

 

薄らぐ／薄れる 

記憶が時がたつにつれ{薄らいで/薄れて}いっても、どうしても忘れられないものがある。 

霧は次第に{薄らいで/薄れ}、朝日に草木が輝いています。 

歳をとるといろいろなことへの関心が{薄らいで/薄れて}しまうようだ。[作] 

 

歌う／口ずさむ 

流行歌を{歌う/口ずさむ}。 

歌を{歌い/口ずさみ}ながら、部屋の掃除をする。[作] 

 

疑う／怪しむ 

警察は第一発見者の夫を妻殺しの犯人ではないかと{疑って/怪しんで}いる。 

彼の言葉を{疑う/怪しむ}。 

警察に{疑われる/怪しまれる}。 

 

打ち切る／切り上げる 

話を{打ち切る/切り上げる}。［作］ 

 

打ち切る／取りやめる 

政府は A国との交渉を{打ち切った/取りやめた}。 

 

打ち切る／見合わせる 

政府は A国との交渉を{打ち切った/見合わせた}。 

旅行を{打ち切る/見合わせる}。 

 

打ち切る／見送る 

政府は A国との交渉を{打ち切った/見送った}。 

 

打ち切る／やめる 

過剰な支援を{打ち切る/やめる}。[作] 

 

打ち込む／入れ込む 

趣味に{打ち込む/入れ込む}。[作] 
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打ち込む／打つ 

建物の基礎を{打ち込む/打つ}。 

敵地に爆弾を{撃ち込んだ/打った}。 

壁に釘を{打ち込んだ/打った}。 

釘を{打ち込んで/打って}動かないようにした。 

畑の回りに杭を{打ち込んだ/打った}。 

ラインぎりぎりを狙い、ボールを{打ち込む/打つ}。[作] 

相手チームの弱いところに{打つ/打ち込む}。 

データを{打つ/打ち込む}アルバイトをした。 

 

打ち込む／のめり込む 

彼は研究に{打ち込んで/のめり込んで}いる。[改] 

 

打ち込む／励む 

彼は熱心に研究に{打ち込んで/励んで}いる。 

仕事に{打ち込む/励む}。 

 

打ち込む／はまる 

彼は研究に{打ち込んで/はまって}いる。[改] 

趣味に{打ち込んで/はまって}いる。[作] 

 

打ち込む／ぶち込む 

建物の基礎を{打ち込む/ぶち込む}。 

敵地に爆弾を{撃打ち込んだ/ぶち込んだ}。 

壁に釘を{打ち込んだ/ぶち込んだ}。 

甘いボールをスタンドに{打ち込まれて/ぶち込まれて}しまった。[作] 

 

打ち出す／示す 

書店は、お客さんに来てもらうために特徴を{打ち出そう/示そう}とする。 

政府による明確な方針が{打ち出され/示され}ないまま、事態はさらに難しい局面を迎えた。 

 

打ち破る／突き破る 

自分が手に入れたいと望むものを夢に描くことが、自分の限界を{打ち破る/突き破る}いち

ばんの早道だ。 

会議中の長い沈黙を社長が{打ち破った/突き破った}。 
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敵を{打ち破る/突き破る}方法を見出さなければならない。 

強敵を{打ち破り/突き破り}、その選手は準決勝へと勝ち進んだ。 

 

打ち破る／やっつける 

強敵を{打ち破り/やっつけ}、その選手は準決勝へと勝ち進んだ。 

 

うっかり／つい 

{うっかりしていて/つい}、約束を忘れてしまいました。[改] 

ばたばたしていたら、{うっかり/つい}言いそびれてしまった。[作] 

 

映し出す／表す 

この作品は、昔の情景をそのままに{映し出して/表して}いる。 

 

移す／ずらす 

遠くの山から近くの木に視線を{移した/ずらす}。 

急な出張が入り、会議の予定を１週間後に{移した/ずらした}。 

 

写す／書き取る 

その場の情景を言葉にして{写した/書き取った}。[改] 

薄い紙の上から下の文字を{写した/書き取った}。 

詩の一節を{写す/書き取る}。 

 

写す／撮る 

このカメラで{写して/撮って}下さい。 

写真{を撮った/に写した}ら見せてください。[改] 

デジタルカメラで{写し/撮り}ます。[改] 

 

写す／なぞる 

薄い紙の上から下の文字を{写した/なぞった}。 

 

写す／控える 

ホワイトボードの内容をノートに{写して/控えて}おく。[作] 

 

訴える／願い出る 

職場環境の改善を{訴える/願い出る}。[作] 
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訴える／申し入れる 

協力を{訴える/申し入れる}。 

職場環境の改善を{訴える/申し入れる}。[作] 

 

うつらうつら／うとうと 

長い上に内容のない話を聞いているうちについ{うつらうつら/うとうと}してしまう。 

ベッドの中で{うつらうつら/うとうと}しかけていた彼女が目を開いた。 

ソファーで{うつらうつら/うとうと}していたら、玄関でベルが鳴った。 

 

うつらうつら／とろとろ 

音楽を聞きながら{うつらうつら/とろとろ}する。[作] 

 

移る／動く 

私の課長は大阪支店に{移った/動いた}。 

販売課から人事課に{移った/動いた}。 

 

移る／引っ越す 

ここは家賃が高いので、もっと安いところに引っ越し{/}たい。 

 

映る／映える 

紺のスーツには赤いネクタイがよく{映る/映える}。 

その洋服によく{映る/映える}ネクタイ。[改] 

 

うとうと／とろとろ 

音楽を聞きながら{うとうと/とろとろ}する。[作] 

 

促す／仕向ける 

母は、子供たちが自主的に家の手伝いをするように{促した/仕向けた}。[作] 

 

促す／勧める 

友達に書道教室への入会を{促した/勧めた}。 

 

促す／働き掛ける 

水と光は植物の成長{を促す/に働き掛ける}[改]。 

関係部署{を促して/に働き掛けて}協力体制を作った。[作] 
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奪う／奪い取る 

日本バレーボールチームが世界一のアメリカから連続５点を{奪い/奪い取り}、逆転優勝し

た。 

暑さで体の中の水分が{奪われて/奪い取られて}熱中症が起こる。 

泥棒が金品を{奪って/奪い取って}逃げていった。 

人の権利を{奪う/奪い取る}。 

 

奪う／取り上げる 

相続税が支払えなかったため、土地の一部を{奪われた/取り上げられた}。 

母親は、けんかしている子どもたちからおもちゃを{奪った/取り上げた}。 

 

奪う／取る 

田中さんは日本人として初めてタイトルを{奪った/取った}。 

暑さで体の中の水分が{奪われて/取られて}熱中症が起こる。 

泥棒が金品を{奪って/取って}逃げていった。 

 

奪う／盗む 

泥棒が金品を{奪って/盗んで}逃げていった。 

泥棒にお金や宝石を{奪われた/盗まれた}。 

二塁を{奪う/盗む}。 

 

奪う／巻き上げる 

泥棒が金品を{奪って/巻き上げて}逃げていった。 

 

埋まる／うずもれる 

観客席は応援団で{埋まった/うずもれた}。 

花壇が落ち葉で{埋まって/うずもれて}しまった。 

 

埋まる／埋もれる 

花壇が落ち葉で{埋まって/埋もれて}しまった。 

国道から数百メートル入った小高い山の中腹にあった住居は、冬になると雪に{埋まった/

埋もれた}。 

 

生まれる／生ずる 

彼女との間に愛情が{生まれた/生じた}。 

ふとした時に、いい考えが{生まれる/生ずる}。[作] 
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オリンピックのような大舞台では、緊張から、微妙な狂いが{生まれる/生ずる}。[作] 

 

生まれる／芽生える 

彼女との間に愛情が{生まれた/芽生えた}。 

 

生み出す／生む 

斬新なアイデアで、多くのヒット商品を{生み出した/生んだ}。[作] 

技術改革によって、利益を{生み出す/生む}ようになった。[作] 

 

生み出す／作り出す 

多くの優秀な人材を{生み出す/作り出す}。[作] 

厳しい経営環境を変えるには、新たな製品を{生み出す/作り出す}しかない。[作] 

長年の鍛錬が素晴らしい芸術作品を{生み出す/作り出す}。[作] 

 

生み出す／作る 

改良を繰り返し、この土地に適した米を{生み出した/作った}。[作] 

より多くの人に食べてもらうために、新しい形の日本料理を{生み出し/作り}たい。[作] 

 

生む／作り出す 

構造改革を行ない、多くの優秀な人材を{生んで/作り出して}きた。[作] 

子供の頃のアイディアが新しい商品を{生んだ/作り出した}。[作] 

 

生む／作る 

作家として多くの名作を{生んで/作って}きた。[作] 

 

埋める／薄める 

熱いので水で{埋めて/薄めて}ください。 

 

埋める／補う 

なんとかして赤字を{埋め/補わ}なければならない。 

この工事では市の予算でたりないところは国からの資金で{埋めら/補わ}れる。 

空欄を{埋めて/補って}、文章を完成させよ。 

山田さんの協力は、鈴木さんの失敗を{埋めた/補った}。[改] 

３年生が抜けた穴を後輩たちが{埋める/補う}しかない[作]。 

 

埋もれる／うずもれる 
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日当たりの良い斜面に早春の花が枯れ草に{埋もれる/うずもれる}ようにひっそりと咲い

ていた。 

砂に{埋もれ/うずもれ}、遺跡のかつての姿はそこになかった。 

{埋もれた/うずもれた}才能を発掘する仕事こそ、上に立つ者の重要な役目である。 

歴史に{埋もれた/うずもれた}名作を掘り起こす。 

 

裏返す／折り返す 

ズボンのすそを{裏返す/折り返す}。 

 

裏返す／覆す 

定説を{裏返す/くつがえす}。 

手のひらを{裏返す/くつがえす}。 

 

裏返す／まくる 

袖口を{裏返す/まくる}。[作] 

 

裏切る／売る 

国を{裏切る/売る}。 

 

裏切る／背く 

国民の信頼{を裏切る/にそむく}。[改] 

彼はボスとの約束{を裏切って/に背いて}敵の方へ行ってしまった。[改] 

法{を裏切る/にそむく}。[改] 

恋人に{裏切ら/そむか}れる。 

 

恨む／憎む 

世の中を{恨んで/憎んで}も仕方がない。 

私の彼を取るなんて、鈴木さんを{恨み/憎み}たい気持ちだ 。 

約束を破ったせいで、彼は私を{恨んで/憎んで}いる。 

 

売り込む／売り出す 

飲食店向けにビールを{売り込む/売り出す}。 

インターネットを通して新商品を{売り込む/売り出す}。[作] 

新人作家を{売り込む/売り出す}ための措置。 

特別価格で新車を{売り込む/売り出す}。[改] 
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多くの媒体を使って、チケットを{売り込む/売り出す}。[作] 

この週末だけ、特別価格で新車を{売り出している/売り込む}。[作] 

花子は以前モデルだったが、今は女優として{売り込まれて/売り出されて}いる。 

 

売り込む／売る 

商売人は新商品を競って{売り込む/売る}。 

会場で教材を｛売り込んだ/売った｝。[作] 

新人作家を{売り込む/売る}ための措置。 

彼は選挙に立候補して名を{売り込んだ/売った}。 

 

売り込む／働き掛ける 

イメージを逆転させるには高級店に絞って{売り込む/働き掛ける}べきです。 

 

売り出す／売る 

花子は以前モデルだったが、今は女優として{売り出されて/売って}いる。 

彼は選挙に立候補して名を{売り出した/売った}。 

この週末だけ、特別価格で新車を{売り出して/売って}いる。 

私の商売は教材を{売り出す/売る}ことだ。 

 

売り払う／売る 

会社の株を{売り払う/売る}のは自分自身の余生へのボーナスを得る感じで成功なのです。 

私の商売は教材を{売り払う/売る}ことだ。 

 

売る／卸す 

私の商売は教材を{売る/卸す}ことだ。 

商品を六掛け（６０％off）で{売る/卸す}。 

 

売れ残る／だぶつく 

市場では、商品が{売れ残っている/だぶついている}。[作] 

 

売れ残る／残る 

あの店は商品が{売れ残る/残る}と半額にして販売する。 

父は「こんな器量だから早く売らねば{売れ残る/残る}」といつも言っていた。 

 

熟れる／熟する 

庭になっているみかんは、{熟れて/熟して}そろそろ食べ頃だ。[作] 
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うろうろ／ぶらぶら 

暇だからと言って、近所を{うろうろ/ぶらぶら}歩き回るのはやめてください。 

約束の時間まで、お店の中を{うろうろ/ぶらぶら}と歩いた。 

 

上回る／超える 

鈴木選手は前大会の記録を{上回る/超える}好記録で優勝した。 

彼の日本語力は、彼女を{上回る/超えて}いる。 

今月の売り上げは先月を{上回った/超えた}。 

１０万人を{上回る/超える}入場者があった。 

 

上回る／超す 

鈴木選手は前大会の記録を{上回る/超す}好記録で優勝した。 

今月の売り上げは先月を{上回った/超した}。 

募集１００人のところに千人を{上回る/超える}応募があった。 

 

上回る／しのぐ 

鈴木選手は前大会の記録を{上回る/しのぐ}好記録で優勝した。 

若者を{上回る/しのぐ}気力を持つ。 

 

上向く／高まる 

関心が{上向く/高まる}。 

女性の地位が{上向く/高まる}。 

 

上向く／強まる 

最近、需要が{上向いている/強まっている}。[作] 

 

うんざり／嫌 

会議が長くて{うんざりする/嫌だ}。[作] 

 

描く／思い描く 

将来どうなるか夢を{描いた/思い描いた}。 

 

選ぶ／抜き出す 

店員は店に並べられている洋服の中から、私に似合うものを{選んで/抜き出して}、持って

きた。[作] 
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得る／勝ち取る 

真面目な仕事ぶりで、周囲の信頼を{得てきた/勝ち取ってきた}。[作] 

信頼を{勝ち取る/得る}。［作］ 

 

得る／取る 

休みをとって{/}遊びに行く。 

放課後に教室を使う時は、事務室で許可を{得て/取って}ください。[作] 

 

追い上げる／追い込む 

彼は試験を前に{追い上げて/追い込んで}いる。 

試合の後半で、敵を{追い上げる/追い込む}。[作] 

羊を山の上の囲いの中に{追い上げた/追い込んだ}。[改] 

 

追い返す／追い払う 

深夜、実家を訪ねたら、{追い返された/追い払われた}。[作] 

 

追い掛ける／追い回す 

時間さえあれば、芸能人を{追い掛けている/追い回している}。[作] 

仕事に{追い掛けられて/追い回されて}生活している。[作] 

 

追い掛ける／追う 

彼女はいつも流行を{おいかけて/追って}いるのでとてもおしゃれだ。 

目で彼が歩く方向を{追い掛けた/追った}。 

電話のあと、{おいかけて/追って}詳しく手紙で知らせてきた。 

忙しくていつも時間に{追い掛けられて/追われて}いる。 

彼はいつも理想を{追い掛けて/追って}いる。 

 

追い掛ける／駆り立てる 

獲物を{駆り立てて/追い掛けて}捕まえる。［作］ 

猟犬を使い、獲物を{追い掛ける/駆り立てる}。[作] 

 

追い越す／追い抜く 

後ろの選手が前に走っていた選手を{追い越した/追い抜いた}。 

弟は兄の身長を{追い越した/追い抜いた}。 

 



32 

 

追い越す／抜く 

後ろの選手が前に走っていた選手を{追い越した/抜いた}。 

山田さんの成績が上がって、いつも一番の田中さんの成績を{追い越した/抜いた}。 

 

追い込む／追い詰める 

窮地に{追い込む/追い詰める}。 

羊を囲いの中に{追い込んだ/追い詰めた}。 

 

生い茂る／茂る 

山ににうっそうと樹木が{生い茂って/茂って}いる。 

 

追い出す／追い立てる 

野良猫を外に{追い出した/追い立てた}。 

今住んでいる部屋を{追い出された/追い立てられた}。[作] 

 

追い出す／追い払う 

野良猫を外に{追い出した/追い払った}。 

 

追い出す／出す 

野良猫を外に{追い出した/出した}。 

 

追い出す／たたき出す 

野良猫を外に{追い出した/たたき出した}。 

家から{追い出される/たたき出される}。[作] 

 

追い立てる／追い払う 

休日に家でごろごろしている子供たちを外に{追い立てた/追い払った}。[作] 

家{を追い立てられて/から追い払われれて}しまった。[作] 

 

追い立てる／駆り立てる 

猟犬を使い、獲物を{追い立てる/駆り立てる}。[作] 

獲物を{追い立てて/駆り立てて}捕まえる。［作］ 

ライバルたちが私を{追い立てる/駆り立てる}。[作] 

 

追い抜く／抜く 

先頭を足っていた選手を{追い抜いて/抜いて}トップに立つ。[作] 
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ライバル企業の生産高を{追い抜いた/抜いた}。[作] 

 

追い回す／駆り立てる 

山の中に入って、イノシシを{追い回す/駆り立てる}。[作] 

生きていくために、仕事に{追い回されて/駆り立てられて}いる。[作] 

 

追い求める／求める 

人々が職を{追い求めて/求めて}長い列を作った。 

 

老いる／老ける 

年より{老いて/老けて}見える。 

 

負う／担ぐ 

母が背に子を{負う/担ぐ}。 

大きな荷物を{負う/担ぐ}。 

 

負う／しょう 

母が背に子を{負う/しょう}。 

 

負う／背負う 

母が背に子を{負う/背負う}。 

最近は、子どもを{負う/背負う}母親の姿を見なくなった。 

責任を{負う/背負う}。 

「一人で責任を{負わ/背負わ}ずみんなで協力してこの危機を乗り越えましょう」 

 

負う／担う 

荷物を二人で{負う/になう}。 

責任を{負う/担う}。 

日本の将来を{負う/になう}若者。 

 

負う／請け負う 

管理組合は管理の実務を管理業者に{負わせる/請負わせる}ことが多いのですが、マンショ

ンの管理権を持つわけではありません。 

 

応ずる／答える 
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この電話は 24時間客からの苦情に{応ずる/答える}。 

向こうから呼ぶ声に{応ずる/答えた}。 

 

応ずる／応える 

この電話は 24時間客からの苦情に{応ずる/応える}。 

要望に{応える/応ずる}。［作］ 

顧客のニーズに{応ずる/応えた}商品を開発する。[作] 

 

終える／上げる 

仕事を{終えて/上げて}、家に帰った。 

作文をやっと書き{終えた/上げた}。 

論文を書き{終えた/上げた}。 

 

終える／仕上げる 

仕事を{終えて/仕上げて}、家に帰った。 

一日で仕事を{終えた/仕上げた}。 

 

終える／片付ける 

りんごの収穫をやっと{終えた/片付けた}。[改] 

事件を早く{終え/片づけ}たい。 

夏休みの宿題をやっと{終えた/片付けた}。[作] 

仕事を{終えて/片付けて}、家に帰った。 

 

終える／済ます 

台風が近づいているので、りんごの収穫を今日中に収穫を{終え/済まし}たい。[作] 

仕事を{終えて/済まして}、家に帰った。 

宿題を{終える/すます}。 

 

覆う／掛ける 

顔が見えないようにベール{で覆った/を掛けた}。[改] 

 

覆う／かぶせる 

顔が見えないようにベール{で覆った/をかぶせた}。[改] 

 

オーバー／大げさ 

{オーバー/大げさ}に驚いて見せた。[作] 
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オーバー／オーバーコート 

冬になったら新しい{オーバー/オーバーコート}を買おう。 

 

オーバー／誇大 

{オーバーな/誇大な}表現で宣伝してはいけない。[作] 

 

オーバー／オーバーラン 

飛行機が滑走路を{オーバーした/オーバーランした}。[作] 

 

冒す／害する 

他人のプライバシーの権利を{冒して/害して}はいけない。[作] 

ある病気が脳を{冒す/害する}。[作] 

 

冒す／損ねる 

喫煙によって健康{が冒される/を損ねる}リスクが高まるといわれている。[作] 

喫煙は、健康を{冒す/損ねる}といわれている。[作] 

 

置き換える／換える 

より適当な表現に{置き換える/換える}。[作] 

 

置き換える／差し替える 

編集長は急いで飛び込んできたスクープ記事に{置き換えた/差し替えた}。[作] 

 

置き換える／付け替える 

心機一転、壁の飾りを新しいものに{置き換えた/付け替えた}。[作] 

 

置き換える／取り替える 

玄関の置物は、季節ごとに{置き換えている/取り替えている}。[作] 

 

補う／書き加える 

読みやすい文章にするために言葉を{補った/書き加えた}。[作] 

 

補う／添える 
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いろどりを{補う/添える}。 

スープにパセリで彩りを{補う/添える}。[作] 

左手{を添えて/で補って}持つ。[改] 

 

補う／足す 

食材の色を残したいので、薄口醤油{で補う/を足す}。[作] 

 

補う／付け加える 

わかりにくい部分は、説明{で補う/を付け加える}。[改] 

 

補う／満たす 

空欄を{補って/満たして}、文章を完成させよ。 

1日の栄養を{補う/満たす}ために、サプリメントを使う。[作] 

 

起きる／起き上がる 

病室のベッドから{起きて/起き上がる}あいさつをした。 

 

起きる／起こる 

問題が{起きる/起こる}前に手を打とう。 

ぜんそくの発作が{起きて/起こって}、咳が止まらない。 

ここで交通事故が{起きた/起こった}らしい。 

もし地震が{起きた/起こった}らどうしますか。 

彼を助けたいという思いが{起きた/起こった}。 

 

起きる／覚ます 

目覚まし時計の音で目を{起きた/覚ました}。 

 

覚める／起きる 

朝７時に{目が覚めた/起きた}。[改]。 

 

起きる／生ずる 

問題が{起きる/生ずる}前に手を打とう。 

事件が{起きる/生ずる}原因を探る。[作] 

 

起きる／飛び起きる 
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目覚ましの音で、{起きた/飛び起きた}。[作] 

{起きる/飛び起きる}とすぐに顔を洗った。[作] 

 

送り出す／送る 

優秀な人材を企業に{送り出す/送る}。[作] 

真心を込めて、友人を{送り出した/送った}。[改] 

 

送る／送り届ける 

恋人を家まで{送る/送り届ける}。[作] 

 

送る／届ける 

一人暮らしの息子に野菜を{送る/届ける}。[作] 

 

送る／見送る 

葬儀で友人を{送った/見送った}。 

「空港まで{送ら/見送ら}なくても、ここでいいから」。 

 

贈る／与える 

伝統文化の継承に功績のあった人に文化勲章が{贈ら/与えら}れる。 

子どもに本を{贈る/与える}。 

 

贈る／ささげる 

今は亡き両親にこの小著を{贈る/ささげる}。[作] 

恋人に花を{贈る/ささげる}。[作] 

 

贈る／差し上げる 

「後ほど、お手紙を{贈り/差し上げ}たいと存じます」。 

 

贈る／授ける 

伝統文化の継承に功績のあった人に文化勲章が{贈ら/授けら}れる。 

文化勲章を{贈る/授ける}。 

立派な論文を完成させた人には博士号が{贈ら/授けら}れる。 

文化勲章を{贈る/授ける}。 

 

遅れる／手間取る 

検品作業{が遅れた/に手間取った}。[作] 
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遅れる／滞る 

仕事が{遅れる/とどこおる}。 

支払いが{遅れる/滞る}。[作] 

 

遅れる／乗り遅れる 

「この流行の言葉がわからないなんて、きみ、{遅れて/乗り遅れて}いるよ。」 

 

起こす／引き起こす 

子どもがやる気を{起こす/引き起こす}ようにほめてやった。 

強盗事件を{起こし/引き起こし}て逃走中。 

混乱を{起こす/引き起こす}。 

倒れた人を{起こす/引き起こす}。 

 

起こす／巻き起こす 

新社長は、社内に革命を{起こした/巻き起こした}。[作] 

 

起こす／呼び起こす 

夜中に電話で{起こされた/呼び起こされた}。[作] 

子どもがやる気を{起こす/呼び起こす}ようにほめてやった。 

 

起こす／掘り起こす 

畑の土を{起こす/掘り起こす}。[作] 

 

怠る／サボる 

練習を{怠る/サボる}。 

授業を{怠る/サボる}。 

勉強を{怠る/サボる}。[作] 

 

怠る／怠ける 

練習を{怠る/怠ける}。 

学生だから、勉強を{怠って/怠けて}はいけない。 

 

行う／営む 

祖父の三回忌の法要を{行った/営んだ}。 
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行う／する 

山寺で修行を{行う/する}僧を見かけた。 

開会式を{行う/する}。 

 

行う／執り行う 

開会式を{行う/執り行う}。 

 

行う／催す 

愛知県で万国展覧会が{行われた/催された}。 

展覧会を{行う/もよおす}。 

 

起こる／生ずる 

彼を助けたいという思いが{起こった/生じた}。 

彼が犯人ではないかという疑いが{起こった/生じた}。 

摩擦で静電気が{起こった/生じた}。 

計画の中で不都合が{起こる/生ずる}。[作] 

 

起こる／持ち上がる 

チーム内の一人に突然異動という話が{起こった/持ち上がった}[作]。 

現場で幾つかの問題が{起こった/持ち上がった}。[作] 

 

怒る／切れる 

ホテルの対応の悪さに{怒った/切れた}。[改] 

すぐ{怒る/切れる}子どもが増えているそうだ。[作] 

会議中に上司が突然{切れた/怒った}。［作］ 

 

怒る／しかる 

自分を{怒って/しかって}も仕方がない。 

父親は「おまえの態度がだめだ」と{怒った/しかった}。 

 

怒る／責め立てる 

自分を{怒って/責め立てて}も仕方がない。 

 

怒る／責める 

自分を{怒って/責めて}も仕方がない。 

人を{怒る/責める}前に、自分が反省すべきであった。[改] 
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怒る／とがめる 

自分を{怒って/とがめて}も仕方がない。 

父親は「おまえの態度がだめだ」と{怒った/とがめた}。 

 

おごる／支払う 

「今日は私に{おごらせて/支払わせて}ください。」 

 

おごる／高ぶる 

{おごった/高ぶった}態度。 

どんなに偉くなっても{おごらない/高ぶらない}人になりたい。[作] 

 

おごる／払う 

「今日は私に{おごらせて/払わせて}ください。」 

「仕事を手伝ってもらったお礼に、今日の食事代は私が{おごり/払い}ます」 

 

押さえる／差し押さえる 

財産を{押さえる/差し押さえる}。[作] 

 

押さえる／遮る 

相手の言葉を{押さえる/さえぎる}。 

カーテンで光を{押さえる/さえぎる}。 

 

抑える／遮る 

相手の発言を{抑える/さえぎる}。[改] 

カーテンで光を{抑える/さえぎる}。 

 

抑える／食い止める 

被害を最小限に{食い止める/抑える}。[作] 

 

抑える／こらえる 

必死に怒りを{抑えた/こらえた}。[作] 

 

抑える／妨げる 

子どもの成長を{抑え/妨げ}ないような教育環境が必要だ。[作] 
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抑える／制する 

はやる気持ちを{抑える/制する}。 

発言を{抑える/制する}。 

 

抑える／止める 

一時的に痛みを{抑える/止める}。［作］ 

 

抑える／控える 

不景気なので、消費を{抑える/控える}。［作］ 

馬を{抑える/控える}。 

 

抑える／引き締める 

国内経済を{抑える/引き締める}ような政策はすべきでない。［作］ 

 

納まる／落ち着く 

家を建てるか建てないか話し合ったが建てるということで{納まった/落ち着いた}。 

 

収まる／落ち着く 

続いていた混乱がやっと{収まった/落ち着いた}。［作］ 

 

収まる／終わる 

二年間にわたる争いが{収まった/終わった}。 

 

収まる／止まる 

薬を飲んだら咳が{収まった/止まった}。 

 

収まる／やむ 

二年間にわたる争いが{収まった/やんだ}。 

怒りが{収まる/やむ}。 

 

治まる／和らぐ 

怒りが{治まる/和らぐ}。 

 

収める／得る 

長時間の試合の末、勝利を{収めた/得た}。 
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収める／勝ち取る 

長時間の試合の末、勝利を{収めた/勝ち取った}。 

 

治める／束ねる 

織田信長は３０年間この地を{治めた/束ねた}。 

 

治める／つかさどる 

長い間、国を{治めて/つかさどって}きた。［作］ 

 

教える／諭す 

先生は子供たちに物事の道理を{教えて/諭して}、聞かせた。[作] 

 

教える／伝える 

子供たちに平和の大切さを{教える/伝える}。［作］ 

 

押し込む／入れ込む 

プログラムの中に無理矢理社長の挨拶を{押し込んだ/入れ込んだ}。［作］ 

 

押し込む／詰め込む 

かばんに荷物を{押し込む/詰め込む}。 

 

押し込む／ぶち込む 

かばんに荷物を{押し込む/ぶち込む}。 

こぼれ球を{押し込む/ぶち込む}。［作］ 

 

推し進める／進める 

合理化を{推し進める/進める}だけでは、赤字が解消できない。 

 

推し進める／運ぶ 

「おかげさまで手際よく仕事を{推し進める/運ぶ}ことができました」。 

 

押し寄せる／襲う 

高波が{押し寄せる/襲う}。 

 

押し寄せる／迫る 
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高波が{押し寄せる/迫る}。 

敵が一気に{押し寄せて/迫って}きた。［作］ 

 

押し寄せる／詰め掛ける 

イベントに大勢の人が{押し寄せた/詰め掛けた}。［作］ 

 

押し寄せる／寄せる 

テーブルを壁の方に{押し寄せる/寄せる}。 

波が{押し寄せる/寄せる}。［改］ 

 

推す／推し量る 

その言葉から{推す/推し量る}と、いい返事は期待できないかもしれない。［作］ 

 

恐れ入る／見上げる 

私が{恐れ入った/見上げた}のは彼の心意気だ。 

 

恐れる／おびえる 

物音{を恐れる/におびえる}。[改] 

 

おだてる／褒める 

部下を{おだてて/褒めて}、その気にさせる。 

 

おだてる／持ち上げる 

客を{おだてて/持ち上げて}買う気にさせる。 

彼を{おだてて/持ち上げて}、一曲歌わせよう。 

 

落ち込む／落ちる 

収入が{落ち込む/落ちる}。 

穴に{落ち込む/落ちる}。 

地面が{落ち込んで/落ちて}いる。［作］ 

 

落ち込む／下がる 

収入が{落ち込む/下がる}。 

地面が{落ち込む/下がる}。 

 

落ちる／劣る 
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年をとって体力が{落ちた/劣った}。 

 

落ちる／下がる 

ランクが{落ちる/下がる}。 

 

おっとり／穏やか 

夫は{おっとりした/穏やかな}性格だ。［作］ 

 

おっとり／おとなしい 

彼は普段は{おっとりしている/おとなしい}が、お酒を飲むと人がかわる。[改] 

 

おっとり／温厚 

夫は{おっとりした/温厚な}性格だ。［作］ 

 

おっとり／ソフト 

彼女は見かけによらず{おっとりしている/ソフトだ}。[改] 

 

おっとり／のんびり 

妻は{おっとり/のんびり}している。［作］ 

 

おっとり／物静か 

夫は{おっとりした/物静かな}人だ。［作］ 

 

脅(おど)かす／脅す 

刃物で{脅(おど)かす/脅す}。 

 

脅(おど)かす／脅(おびや)かす 

犯人は刃物で人質を{脅(おど)かす/脅(おびや)かした}。 

 

陥れる／欺く 

敵を{陥れる/欺く}。［作］ 

 

陥れる／だます 

年寄りを{陥れる/だまして}金をとるなんて、ひどいやつだ。 

 

陥れる／はめる 
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悪いやつに{陥れられた/はめられた}。［作］ 

 

陥れる／引っ掛ける 

本当はもうからないのに、「金になる仕事だよ」といって、彼を{陥れた/ひっかけた}。 

 

陥れる／惑わす 

言葉巧みに人を{陥れる/惑わす}。［作］ 

 

落とす／下げる 

「問題のレベルを{落とさ/さげ}ないと、誰も答えられないよ」 

「ちょっとテレビの音がうるさいので、{落として/さげて}ください」 

彼は取締役から部長に地位を{落とされた/さげられた}そうだ。 

 

落とす／突き落とす 

階段から{落とす/突き落す}。［作］ 

あの時は、地獄に{落とされた/突き落された}ようだった。［作］ 

 

落とす／取り去る 

汚れを綺麗に{落とす/取り去る}。［作］ 

 

落とす／取り除く 

汚れを綺麗に{落とす/取り除く}。［作］ 

 

落とす／取る 

汚れを綺麗に{落とす/取る}。［作］ 

 

落とす／除く 

この受験者は氏名未記入のため{落とした/除いた}。 

汚れを綺麗に{落とす/除く}。［作］ 

検査で不良品を{落とす/除く}。［作］ 

 

落とす／引き下げる 

部長から課長に{落とす/引き下げる}。 

値段を{落とす/引き下げる}。［作］ 

 

落とす／減らす 
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体重を{落とす/減らす}。［作］ 

 

脅す／脅(おびや)かす 

犯人は刃物で人質を{脅した/脅(おびや)かした}。 

 

訪れる／訪ねる 

故郷を{訪れる/訪ねる}。 

私の趣味は、名所旧跡を{訪れて/訪ねて}歩くことだ。 

 

劣る／下回る 

性能が予想より{劣って/下回って}いたとの評価だった。［作］ 

 

劣る／負ける 

彼の成績は兄に{劣る/負ける}。 

足の速さでは誰にも{劣ら/負け}ない。 

 

踊る／舞う 

舞を{踊る/舞う}。 

 

衰える／廃れる 

街が{衰える/すたれる}。 

敬語が{衰える/すたれる}。 

 

衰える／鈍る 

年のせいか集中力が{衰えて/鈍って}きた。［作］ 

腕が{衰えて/にぶる}。 

 

衰える／弱まる 

体力が{衰える/弱まる}。 

風雨が{衰える/弱まる}。 

 

衰える／弱る 

体力が{衰える/弱る}。 

体が{衰える/弱る}。 

足腰が{衰える/弱る}。 

気力が{衰える/弱る}。 
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おびえる／びびる 

物音に{おびえる/びびる}。 

 

脅(おびや)かす／害する 

平和を{脅(おびや)かす/害する}。 

主君を{脅(おびや)かす/害する}。 

健康を{脅(おびや)かす/害する}。 

 

脅(おびや)かす／冒す 

プライバシーの権利を{脅(おびや)かして/冒して}はならない。［作］ 

 

帯びる／負う 

使命を{帯びる/負う}。 

責任を{帯びる/負う}。 

 

帯びる／背負う 

使命を{帯びる/背負う}。 

彼は大きな課題を{帯びて/背負って}政界で活躍している。 

 

覚える／覚え込む 

すっかり酒の味を{覚えて/覚え込んで}しまった。［作］ 

 

覚える／感ずる 

痛みを{覚える/感ずる}。 

私はこの仕事に生きがいを{覚える/感ずる}。［改］ 

 

覚える／知る 

山田さんを{覚えて/知って}いますか。 

彼は酒の味をまだ{覚えてい/知ら}ない。 

 

おぼれる／入れ込む 

ギャンブルに{おぼれる/入れ込む}。［作］ 

 

おぼれる／凝る 

占いに{おぼれる/凝る}。［作］ 
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趣味に{おぼれる/凝る}。[作] 

デザインに{おぼれる/凝る}ことなく、機能性を求める。[作] 

 

おぼれる／のめり込む 

ギャンブルに{おぼれる/のめり込む}。［作］ 

 

おぼれる／はまる 

占いに{おぼれる/はまる}。［作］ 

 

思い浮かべる／思い起こす 

若い頃の姿を{思い浮かべる/思い起こす}。［作］ 

田舎の風景を{思い起こす/思い浮かべる}。［作］ 

 

思い浮かべる／思い出す 

子どものときあったことを{思い浮かべた/思い出した}。 

 

思い浮かべる／顧みる 

子供のころを{思い浮かべる/顧みる}。 

 

思い描く／抱く 

大きな夢を{思い描いて/抱いて}日本に留学した。 

 

思い描く／思い巡らす 

将来のことをあれこれと{思い描いた/思い巡らした}。［作］ 

 

思い描く／思う 

人生、なかなか{思い描く/思う}ように行かない。 

 

思い描く／考える 

{思い描いた/考えた}とおりにやってみた。 

 

思い起こす／思い出す 

子どものときあったことを{思い起こした/思い出した}。 

 

思い起こす／顧みる 

子供のころを{思い起こす/顧みる}。 
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思い込む／思う 

うちの子供は、世界地図に書いてある「赤道」は、実際にそこに大きな赤い道が通ってい

るのだと{思いこんで/思って}いた。 

 

思い込む／信ずる 

うちの子供は、世界地図に書いてある「赤道」は、実際にそこに大きな赤い道が通ってい

るのだと{思いこんで/思って}いた。 

彼はセールスマンの話を本当だと{思いこんだ/信じた}。 

 

思い知る／悟る 

事の重大さを{思い知る/悟る}。 

 

思い知る／知る 

社会人になって、厳しい現実を{思い知った/知った}。［作］ 

 

思い出す／顧みる 

子どものときあったことを{思い出した/顧みた}。 

子供のころを{思い出す/顧みる}。 

 

思い付く／考え付く 

掃除を早く終わらせるためにいい方法を{思いついた/考え付いた}。 

 

思い詰める／考え込む 

あまり深刻に{思い詰め/考え込ま}ない方がいい。［作］ 

 

思いとどまる／こらえる 

やっとの思いで、口に出しすのを{思いとどまった/こらえた}。［作］ 

 

思いとどまる／控える 

発言を{思いとどまる/控える}。［作］ 

 

思いとどまる／踏ん張る 

友達の言葉が私を{思いとどまらせて/踏ん張らせて}くれた。［作］ 

 

思いとどまる／見合わせる 
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よほど辞表を出そうと思ったが、{思いとどまった/見合わせた}。［作］ 

 

思いとどまる／やめる 

両親と話して、家を出ることを{思いとどまった/やめた}。［作］ 

 

思い直す／考え直す 

辞表を出すのを{思い直す/考え直す}。［作］ 

 

思い悩む／苦しむ 

{思い悩んだ/苦しんだ}甲斐があっていい作品ができた。 

彼女は恋に{思い悩んで/苦しんで}いるようだ。 

 

思い悩む／嘆く 

職場での今の立場を{思い悩んで/嘆いて}も仕方がない。［作］ 

 

思い悩む／悩む 

多くの人が腰痛に{思い悩まされて/悩まされて}いる。［作］ 

彼は自分の将来について{思い悩んで/悩んで}いるらしい。 

 

思いやる／哀れむ 

人を{思いやる/哀れむ}。 

 

思いやる／案ずる 

夫の身を{思いやる/案ずる}。 

 

思いやる／思う 

あなたのことを{思いやれ/思え}ばこそ忠告するのです。 

 

思いやる／気遣う 

相手を{思いやる/気遣う}気持ちを持つ。[作] 

離れて暮らす両親を{思いやる/気遣う}。［作］ 

 

思う／案ずる 

人生、なかなか{思う/案ずる}ように行かない。 

{思う/案ずる}にこれは彼が勝手に持ち出したものであろう。 
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あなたのことを{思え/案ずれ}ばこそ忠告するのです。 

息子の将来を{思う/案ずる}。 

 

思う／考える 

人生、なかなか{思って/考えて}いるように行かない。［改］ 

写真を見て昔楽しかったことを{思った/考えた}。 

ひとつずつ{思った/考えた}通りにやってみる。 

{思った/考えた}とおりにやってみた。 

あなたのことを{思え/考えれ}ばこそ忠告するのです。 

これは本物のダイヤモンドだと{思った/考えた}。 

 

赴く／出向く 

直接、会場に{赴く/出向く}。［作］ 

 

重んずる／尊ぶ 

年配者を{重んじる/尊ぶ}社会。 

師として{重んじる/尊ぶ}。 

 

及ぶ／至る 

犯行に{及ぶ/至る}。 

町内の人の助けがあって、大事に{及ぶ/至る}前に火を消し止めることができた。 

この得点では目標に{及ば/至ら}ない。 

会議では意見が平行線をたどったまま、深夜に{及んで/至って}も結論が出ない。 

景気回復の機運が徐々に地方に{及ぶ/至る}。[作] 

 

及ぶ／達する 

この得点では目標に{及ば/達し}ない。 

日本の体操は世界水準に{及んで/達して}いない。［改］ 

大雪による被害総額は２億円に{及んだ/達した}。 

 

及ぶ／出る 

犯行に{及ぶ/出る}。 

 

及ぶ／上(のぼ)る 

気温が 30度に{及んだ/上(のぼ)った}。 
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及ぼす／もたらす 

台風による被害は我が社の経営に影響を{及ぼした/もたらした}。 

彼の発言が大きな反響を{及ぼした/もたらした}。 

 

降りる／降り立つ 

自国の空港に{降りる/降り立つ}とほっとする。［作］ 

 

降りる／飛び降りる 

2階の窓から庭に{降りた/飛び降りた}。［作］ 

 

下りる／下(くだ)る 

保健所の許可が{おりて/下(くだ)って}レストランの営業をはじめた。 

山を{下りる/下る}。［作］ 

 

下りる／下がる 

幕が{下りて/下がって}も拍手が鳴り止まなかった。［作］ 

 

下ろす／下げる 

銀行からお金を{おろして/下げて}きた。 

貯金の全てを{下ろして/さげて}きた。 

仏壇からお供え物を{下ろす/さげる}。 

彼は取締役から部長に地位を{下ろされた/さげられた}そうだ。 

一度挙げた手を{下ろす/下げる}。［作］ 

 

降ろす／下げる 

貯金の全てを{降ろして/さげて}きた。 

仏壇からお供え物を{降ろす/さげる}。 

 

終わる／明ける 

７月後半になって梅雨が{終わった/明けた}。 

 

終わる／済む 

まだ宿題が{終わって/すんで}いないから、遊びに行けない。 

これはお金で{終わる/すむ}問題ではない。 

 

終わる／尽きる 
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ここで道が{終わっている/尽きている}。[作] 

 

終わる／閉じる 

会が{終わる/閉じる}。 

子どもたちの世話にならずに、生涯を{終わり/閉じ}たい。[作] 

 

終わる／果てる 

会議はいつ{終わる/果てる}ともなく続いた。 

 

終わる／引ける 

会社が{終わった/引けた}後、同僚と飲みに行く。[作] 

 

買い込む／買い占める 

値上がる前に商品を{買い込む/買い占める}。[作] 

 

介する／入れる 

間に人を{介して/入れて}交渉する。[作] 

 

会する／集まる 

関係者が一堂に{会する/集まる}。[作] 

 

会する／集う 

関係者が一堂に{会する/集う}。[作] 

 

害する／壊す 

窓からのながめを{害する/壊す}。 

健康を{害する/壊す}。 

 

害する／損なう 

主君を{害する/損なう}。 

人を{害する/そこなう}。 

窓からのながめを{害する/損なう}。 

健康を{害する/損なう}。 

健康を{害する/そこなう}。 

 

買い取る／買い求める 
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広大な土地を{買い取って/買い求めて}開発する。[作] 

 

買い取る／買う 

決められた価格で株を{買い取る/買う}権利を持っている。[作] 

 

買い取る／求める 

商品を安く{買い取る/求める}。[作] 

 

買い求める／買う 

スーパーで肉と野菜を{買い求める/買う}。 

 

買い求める／仕入れる 

商品を{買い求める/仕入れる}。 

 

買い求める／求める 

近所の洋品店で{買い求めた/求めた}シャツだが、デザインがこっていて気に入っている。 

 

買う／仕入れる 

スーパーで肉と野菜を{買う/仕入れる}。 

商品を{買う/仕入れる}。 

 

買う／求める 

スーパーで肉と野菜を{買う/求める}。 

近所の洋品店で{買った/求めた}シャツだが、デザインがこっていて気に入っている。 

 

飼う／養う 

牛馬を{飼う/養う}。 

 

返す／裏返す 

焼き色がついたら{返して/裏返して}ください。[作] 

 

返す／折り返す 

ズボンのすそを{返す/折り返す}。 

 

返す／覆す 

手のひらを{返す/くつがえす}。 
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返す／戻す 

図書館に本を{返し/戻し}ます。 

辞書は使ったら、元の場所に{返して/戻して}ください。 

白紙に{返す/戻す}。 

 

帰す／戻す 

大雨警報が出たので生徒を早めに家に{帰した/戻した}。 

 

顧みる／振り返る 

背後を{顧みる/振り返る}。 

別れを惜しんで{顧みる/振り返る}。 

子供のころを{顧みる/振り返る}。 

一年を{顧みる/振り返る}。 

 

顧みる／見返す 

背後を{顧みる/見返す}。 

 

帰る／下がる 

リハーサルが終わると、アイドルは控室に{帰った/下がった}。[作] 

 

帰る／引き返す 

駅へ向かったが、急に雨が降ってきたので、家まで{帰った/引き返した}。 

 

帰る／戻る 

黒板に書いたら席に{帰って/戻って}もいいです。 

家に{帰って/戻って}忘れ物を取ってきた。 

早く国へ{帰り/戻り}たい。 

 

変える／入れ替える 

予定を{変える/入れ替える}。 

列の順番を{変えて/入れ替えて}もらった。 

電池を{変える/入れ替える}。 

 

変える／置き換える 

机を南向きに{変える/置き換える}。[作] 
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予定を{変える/置き換える}。 

 

変える／切り替える 

会社は低コストの販売体制に{変えた/切り替えた}。[改] 

考え方を{変え/切り替え}ないと、今の社会では通用しない。 

 

変える／差し替える 

予定を{変える/差し替える}。 

急きょ、特別番組に{変える/差し替える}。[作] 

 

変える／付け替える 

仕事が終わると、アクセサリーを派手なものに{変えて/付け替えて}恋人と会う。[作] 

 

変える／取り替える 

部屋のテーブルとテレビの位置を{変えた/取り替えた}。[改] 

予定を{変える/取り替える}。 

古い電池を新しい電池に{変える/取り替えた}。 

「一万円を千円札十枚に{変えて/取り替えて}もらえませんか」。 

 

返る／戻る 

友達に手紙を出したら返事が{返って/戻って}きた。 

ぼんやりしていたら、急に名前を呼ばれて我に{返った/戻った}。 

友人に貸していたまんがが{返って/戻って}きた。 

 

換える／入れ替える 

列の順番を{換えて/入れ替えて}もらった。 

気分を{換えて/入れ替えて}、がんばりましょう。 

歯を新しいのと{換えて/入れ替えて}もらった。 

 

換える／差し替える 

花を{換える/差し替える}。[作] 

 

換える／付け替える 

タイヤがパンクしたので新しいものに{換えた/付け替えた}。 

 

換える／取り替える 
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タイヤがパンクしたので新しいものに{換えた/取り替えた}。 

古い電池を新しい電池に{換えた/取り替えた}。 

「細かいお金に{換えて/取り替えて}くれませんか」。 

「一万円を千円札十枚に{換えて/取り替えて}もらえませんか」。 

 

替える／切り替える 

考え方を{替え/切り替え}ないと、今の社会では通用しない。 

 

替える／差し替える 

花を{替える/差し替える}。[作] 

 

替える／取り替える 

毎月１回水槽の水を{替える/取り替える}。 

古い電池を新しい電池に{替えた/取り替えた}。 

彼はおしゃれだから、毎日ネクタイを{/替える取り替える}。 

「一万円を千円札十枚に{替えて/取り替えて}もらえませんか」。 

 

抱え込む／抱える 

本を小脇に{抱え込んで/抱えて}歩く。 

あの会社は多額の借金を{抱え込んで/抱えて}いる。［改］ 

 

抱え込む／抱き抱える 

大きな荷物を{抱え込む/抱き抱える}ように持つ。［作］ 

 

抱える／抱き抱える 

本を小脇に{抱えて/抱え込んで}歩く。 

 

抱える／抱く 

母親は両手にしっかりと赤ん坊を{抱いて/抱いて}いた。 

 

抱える／持つ 

海外旅行の計画を{抱えて/持って}いる。 

本を小脇に{抱えて/持って}歩く。 

 

掲げる／上げる 

国旗を{掲げる/上げる}。 
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すだれを{掲げる/上げる}。 

 

掲げる／挙げる 

法律の条項に{掲げる/挙げる}。 

 

掲げる／揚げる 

国旗を{掲げる/揚げる}。 

開会式に国旗を{掲げる/揚げる}。 

 

掲げる／示す 

理想を{掲げる/示す}。 

法律の条項に{掲げる/示す}。 

 

欠かす／落とす 

プレゼンテーションに{欠かす/落とす}ことのできない情報を集める。［作］ 

 

欠かす／欠く 

10年間、朝の散歩を{欠かした/欠いた}ことがない。［作］ 

義理を欠く{欠かす/}。 

 

かがむ／屈する 

腰が{かがむ/屈する}。［作］ 

 

かがむ／しゃがむ 

中学生のときは学校の帰りに道端に{かがんで/しゃがんで}友だちと話し込んだものだ。 

少し{かがんで/しゃがんで}顔を覗き込んだ。［作］ 

 

かがむ／座り込む 

道に{かがんで/座り込んで}話す。［作］ 

 

かがむ／座る 

道に{かがんで/座って}話す。［作］ 

 

輝く／きらめく 

空に{輝く/きらめく}星を眺めた。 
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輝く／光る 

朝日を浴びて波がきらきらと{輝いた/光った}。 

彼女の手にはダイヤモンドが{輝いて/光って}いる。 

畑の野菜が朝露に{輝いている/光っている}。［作］ 

彼の作品は、ひときわ{輝いて/光って}いる。 

 

輝く／ひらめく 

朝日を浴びて波がきらきらと{輝いた/ひらめいた}。 

 

掛かる／引っ掛かる 

水たまりの水が{掛かった/ひっかかった}。 

検問に{掛かった/引っかかった}。 

詐欺に{掛かって/ひっかかって}しまった。 

 

かかわる／関する 

今日の授業では、少子化に{かかわる/関する}問題をテーマとして話し合った。 

 

書き入れる／書き加える 

文章の最後に挨拶を{書き入れた/書き加えた。}［作］ 

 

書き入れる／書き込む 

欄外にメモを{書き入れる/書き込む。}［作］ 

 

書き替える／書き改める 

古い情報を新しい情報に{書き替える/書き改める}。［作］ 

 

書き替える／書き直す 

何度も{書き替える/書き直す}。 

 

書き取る／なぞる 

詩の一節を{書き取る/なぞる}。 

 

書き取る／控える 

歌の歌詞を{書き取る/控える}。 

詩の一節を{書き取る/控える}。 

受付番号を{書き取って/控えて}おく。［作］ 
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書き直す／書き改める 

文章を{書き直す/書き改める}。 

 

書き直す／直す 

何度も{書き直す/直す}。 

答えが間違っていたので、{書き直した/直した}。 

 

かき回す／交ぜる 

トランプを始める前に、カードを{かき回す/交ぜる}。［作］ 

 

かき回す／混ぜる 

風呂の湯を{かき回す/混ぜる}。［作］ 

 

書く／記す 

ノートに漢字を{書く/記す}。 

名簿に住所・氏名を{書く/記す}。 

 

隠す／くらます 

姿を{隠す/くらます}。［作］ 

 

隠す／潜める 

彼は本当は怒っていたが、怒りを{隠した/潜めた}。 

闇に身を{隠す/潜める}。［作］ 

 

隠す／秘める 

野望を胸に{隠す/秘める}。[作] 

 

隠す／伏せる 

彼女は王女だったが身分を{隠して/伏せて}レストランで働いていた。 

 

画する／区切る 

インターネットの普及は、時代を{画する/区切る}出来事だろう。[作] 

 

画する／引く 

他社の商品開発と一線を{画して/引いて}いる。[作] 
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隠れる／潜む 

木の陰に{隠れる/潜む}。 

彼女には{隠れた/潜んだ}才能があるようだ。 

 

駆け込む／転がり込む 

時間ぎりぎりに、教室に{駆け込んだ/転がり込んだ}。[作] 

 

駆け込む／滑り込む 

時間ぎりぎりに、教室に{駆け込んだ/滑り込んだ}。[作] 

 

駆け込む／飛び込む 

電車に{駆け込む/飛び込む}。 

 

駆け込む／流れ込む 

開店を待ち受けていた人々がセール会場に{駆け込んだ/流れ込んだ}。[作] 

 

駆け込む／逃げ込む 

急に雨が降ってきたので、軒下に{駆け込んだ/逃げ込んだ}。[作] 

 

駆け抜ける／突き抜ける 

敵の中を一気に{駆け抜ける/突き抜ける}。[作] 

 

駆け抜ける／突っ走る 

目標に向かって全力で{駆け抜ける/突っ走る}。[作] 

 

駆け抜ける／通り越す 

大きな男が物凄い勢いで私の横を{駆け抜けて/通り越して}行った。[作] 

 

駆け抜ける／通り過ぎる 

大きな男が家の前を{駆け抜けて/通り過ぎて}行った。[作] 

 

駆け抜ける／通り抜ける 

狭い路地を{駆け抜ける/通り抜ける}。[作] 

 

駆け抜ける／走り抜ける 
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青春を{駆け抜けた/走り抜けた}。[作] 

 

駆け抜ける／横切る 

横断歩道がないところで、道路を{駆け抜けよう/横切ろう}として、警官に注意された}。

[作] 

大きな男が物凄い勢いで私の前を{駆け抜けた/横切った}。[作] 

 

駆け回る／駆け巡る 

今の子供たちは野山を{駆け回る/駆け巡る}ことがない。[作] 

新商品を宣伝するために社長は世界を{駆け回っている/駆け巡っている}。[作] 

 

駆け回る／飛び回る 

今の子供たちは野山を{駆け回る/飛び回る}ことがない。[作] 

新商品を宣伝するために社長は世界を{駆け回っている/飛び回っている}。[作] 

 

駆け回る／走り回る 

今の子供たちは野山を{駆け回る/走り回る}ことがない。[作] 

新商品を宣伝するために社長は世界を{駆け回っている/走り回っている}。[作] 

 

駆け巡る／飛び回る 

今の子供たちは野山を{駆け巡る/飛び回る}ことがない。[作] 

新商品を宣伝するために社長は世界を{駆け巡っている/飛び回っている}。[作] 

 

駆け巡る／走り回る 

今の子供たちは野山を{駆け巡る/走り回る}ことがない。[作] 

新商品を宣伝するために社長は世界を{駆け巡っている/走り回っている}。[作] 

 

掛ける／かぶせる 

テレビを見ながら寝てしまった夫にそっとブランケットを{掛けた/かぶせた}。[作] 

 

掛ける／費やす 

１ヶ月{かけて/費やして}、絵を完成させた。 

五年を{掛ける/費やす}。 

 

掛ける／つり下げる 

壁に絵を{掛ける/つり下げる}。[作] 
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掛ける／つる 

壁に絵を{掛ける/つる}。[作] 

 

掛ける／つるす 

壁に絵を{掛ける/つるす}。[作] 

 

掛ける／引っ掛ける 

変な男につばを{掛けられた/ひっかけられた}。 

壁に絵を{掛ける/引っ掛ける}。[作] 

 

掛ける／経る 

１ヶ月を｛かけて/経て}、絵が完成した。[改] 

三年の月日を{掛ける/経る}。 

 

掛ける／要する 

完成まで三年を{掛ける/要する}。 

 

欠ける／割れる 

茶碗が{欠けて/割れて}しまった。 

 

囲う／覆う 

壁を幕で{囲う/覆う}。[作] 

 

囲う／囲む 

生け垣で家を{囲う/囲む}。［作］ 

 

囲う／蓄える 

妾を{囲う/蓄える}。［作］ 

葱を{囲う/蓄える}。［作］ 

 

囲う／取り囲む 

生け垣で家を{囲う/取り囲む}。［作］ 

 

囲う／取り巻く 

記者が大統領の周りを{囲う/取り巻く}。 
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囲む／取り囲む 

この町は山に{囲まれて/取り囲まれて}いる。 

 

囲む／取り巻く 

記者が大統領の周りを{囲む/取り巻く}。 

 

かさかさ／がさがさ 

手が{かさかさしている/がさがさしている}。［作］ 

 

重なる／重なり合う 

紙が２枚{重なって/重なり合って}いる。 

 

重なる／度重なる 

{重なって/度重なって}事故が起きた。 

 

重なる／ダブる 

文字が{重なって/ダブって}印刷されたので、読めない。 

 

重なる／積み重なる 

疲労が{重なる/積み重なる}。［作］ 

 

重なる／積もる 

疲労が{重なる/積もる}。［作］ 

 

重ねる／繰り返す 

何度も失敗を{重ねて/繰り返して}とうとう機械が完成した。 

何度も発音の練習を{重ねた/繰り返した}。[改] 

 

重ねる／積み重ねる 

何度も失敗を{重ねて/積み重ねて}とうとう機械が完成した。 

お皿を{重ねて/積み重ねて}置いた。 

努力を{重ねる/積み重ねる}。［作］ 

 

重ねる／積む 

何度も失敗を{重ねて/積んで}とうとう機械が完成した。 
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お皿を{重ねて/積んで}置いた。 

トレーニングを{重ねた/積んだ}結果、金メダルを取ることができた。 

 

かさばる／かさむ 

荷物が{かさばる/かさむ}。 

 

飾る／装う 

パーティーなので部屋を{飾った/装った}。 

部屋を秋らしく{飾る/装う}。［作］ 

体裁を{飾る/装う}。 

 

貸し出す／貸す 

夏休み期間は、本も CDも 1か月間{貸し出して/貸して}もらえる。[作] 

銀行がお金を{貸し出して/貸して}くれる。 

 

課する／押し付ける 

責任を{課する/押し付ける}。[作] 

 

課する／強いる 

責任を{課する/強いる}。[作] 

 

課する／命ずる 

新商品を開発するという課題を{課した/命じた}。[作] 

 

がたがた／がちゃがちゃ 

労使交渉で社内が{がたがたしている/がちゃがちゃしている}。［作］ 

{がたがた/がちゃがちゃ}言うな。［作］ 

 

がたがた／がみがみ 

{がたがた/がみがみ}言うな。［作］ 

 

がたがた／ごたごた 

労使交渉で社内が{がたがたしている/ごたごたしている}。［作］ 

{がたがた/ごたごた}言うな。［作］ 

 

がたがた／ごちゃごちゃ 
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労使交渉で社内が{がたがたしている/ごちゃごちゃしている}。［作］ 

{がたがた/ごちゃごちゃ}言うな。［作］ 

 

がたがた／とやかく 

{がたがた/とやかく}言うな。［作］ 

 

がたがた／ぼこぼこ 

道が{がたがた/ぼこぼこ}している。［作］ 

 

片付く／終わる 

この仕事が{片づく/終わる}まで家に帰れない。 

 

片付く／仕上がる 

この仕事が{片づく/仕上がる}まで家に帰れない。 

去年編み始めたセーターがやっと{片付いた/仕上がった}。［改］ 

 

片付く／済む 

この仕事が{片づく/済む}まで家に帰れない。 

これはお金で{片付く/すむ}問題ではない。 

まだ宿題が{片付いて/すんで}いないから、遊びに行けない。 

 

片付く／出来上がる 

夏休みの課題がやっと{片付いた/出来上がった}。［作］ 

 

片付く／出来る 

宿題がまだ{片付いて/出来て}いない。［作］ 

 

片付く／整う 

部屋が{片づいて/整って}いる。 

 

片付ける／上げる 

事件を早く{片づけ/上げ}たい。 

 

片付ける／消す 

「あいつを{かたづけて/消して}しまえ。」 
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片付ける／仕上げる 

一日で仕事を{片付けた/仕上げた}。 

 

片付ける／済ます 

連絡を電話で{片付ける/すます}。 

宿題を{片付ける/すます}。 

 

片付ける／整える 

ちらかった部屋を{片づける/整える}。 

机の上を{片付ける/ととのえる}。 

 

固まる／凝り固まる 

頭が{固まら/凝り固まら}ないうちにいろいろ覚えておきたい。 

彼はけちで{固まって/凝り固まって}いるから募金はしないと思う。 

長い間使わなかった塩が{固まる/凝り固まる}。［作］ 

緊張して体が{固まる/凝り固まる}。［作］ 

 

傾く／衰える 

国が{傾く/衰える}。［作］ 

 

傾く／弱る 

国が{傾く/弱る}。［作］ 

 

傾ける／覆す 

国を{傾ける/覆す}。 

政権を{傾ける/つくがえす}。 

 

傾ける／倒す 

首を右側に{傾ける/倒す}。［改］ 

国を{傾ける/倒す}。 

幕府を{傾ける/倒す}。 

 

傾ける／弱める 

国を{傾ける/弱める}。 

 

固める／守る 
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国境を{固める/守る}。 

両脇を{固める/守る}。［作］ 

 

固める／寄せる 

荷物を端に{固めて/寄せて}、置く。［作］ 

 

語り継ぐ／言い伝える 

昔から{語り継がれて/言い伝えられて}きたことばには先人の知恵がこもっている。 

 

語り継ぐ／語り伝える 

先人の知恵を後世に{語り継ぐ/語り伝える}。［作］ 

 

語り継ぐ／伝える 

日本の伝統文化を後の世まで{語り継いで/伝えて}いきたい。 

 

語り継ぐ／つなぐ 

先人の技を{語り継ぐ/つなぐ}。［作］ 

 

語る／話す 

学生時代の思い出を{語った/話した}。 

スピーチの時すき焼きの作り方について{語った/話した}。 

家族のことを{語り/話し}ます。 

 

語る／物語る 

当時の状況を{語った/物語った}。 

彼は事故について{語った/物語った}。 

彼の顔のしわは彼の人生を{語って/物語って}いる。 

 

 

勝つ／打ち勝つ 

彼は治療を続け、とうとう病に{勝った/打ち勝った}のです。 

この誘惑に{勝って/打ち勝って}こそ充実した人生が送れるのである。 

この競争に{勝つ/打ち勝つ}には，徹底したコスト削減の裏付けが必要となる。 

 

勝つ／優れる 

選手として、彼の方が{勝っている/優れている}。［作］ 
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勝つ／倒す 

どんなに強い優勝候補でも{勝って/倒して}みせる。 

 

勝(か)つ／勝(まさ)る 

理性の{勝(か)った/勝(まさ)った}人。 

 

がつがつ／がっちり 

あの人は{がつがつ/がっちり}している。［作］ 

 

がつがつ／貪欲 

あの人は金に{がつがつしている/貪欲だ}。［作］ 

 

がつがつ／ぱくぱく 

ご飯を{がつがつ/ぱくぱく}食べる。［作］ 

 

がつがつ／欲張り 

そんなに{がつがつする/欲張る}な。［作］ 

 

がっかり／がっくり 

検査の結果、手術をしなければならないと聞いて、{がっかり/がっくり}とした。 

 

がっかり／げんなり 

検査の結果、手術をしなければならないと聞いて、{がっかり/げんなり}とした。 

 

がっかり／しょんぼり 

試合に負けて、みんな{がっかり/しょんぼり}していた。［作］ 

 

担ぐ／欺く 

人を｛担いで/欺いて｝金を出させる。［作］ 

 

担ぐ／しょう 

大きな荷物を{担ぐ/しょう}。 

 

担ぐ／据える 
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山田さんを会長に{担いだ/据えた}。 

会長に{担ぐ/据える}。 

 

担ぐ／背負う 

大きな荷物を{担ぐ/背負う}。 

背中に重いリュックを{担いで/背負って}山を登るのは、大変だ。 

 

担ぐ／だます 

人を｛担いで/だまして｝金を出させる。［作］ 

 

担ぐ／担う 

大きな荷物を{担ぐ/担う}。 

荷物を二人で{担ぐ/になう}。 

 

担ぐ／はめる 

人を｛担いで/はめて｝金を出させる。［作］ 

 

担ぐ／引っ掛ける 

人を｛担いで/引っ掛けて｝金を出させる。［作］ 

 

がっくり／ぐんと 

売り上げが去年より{がっくりと/ぐんと}減った。 

 

がっくり／げんなり 

今日も前の日の残り物で、{がっくり/げんなり}した。［作］ 

 

がっくり／しょんぼり 

成績が上がらず{がっくり/しょんぼり}している。［作］ 

 

がっちり／けち 

あの人は{がっちりしている/けちだ}。［作］ 

 

がっちり／しっかり 

{がっちり/しっかり}儲けましょう。 

{がっちり/しっかり}手を握り合った。 

{がっちり/しっかり}と手をつないだ。 
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がっちり／たくましい 

彼は{がっちりした/たくましい}腕で荷物を持った。［改］ 

 

がっちり／貪欲 

あの人は{がっちりしている/貪欲だ}。［作］ 

 

がっちり／欲張り 

あの人は{がっちりしている/欲張りだ}。［作］ 

 

かなえる／成す 

目的を{かなえる/成す}。［作］ 

 

かなえる／結ぶ 

二人の愛を{かなえる/結ぶ}。［作］ 

 

悲しむ／嘆く 

別れを{悲しむ/嘆く}。 

友の死を{悲しむ/嘆く}。 

 

兼ね備える／持ち合わせる 

選手としての全ての能力を{兼ね備えている/持ち合わせている}。［作］ 

 

兼ね備える／有する 

知識と技術を{兼ね備えている/有している}。［作］ 

 

かばう／救う 

仲間を{かばう/救う}。 

 

かばう／助ける 

仲間を{かばう/助ける}。 

 

かぶる／着る 

彼は他人の罪を{かぶった/着た}。 

 

構える／築く 
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石垣を{構える/築く}。 

 

構える／作る 

この地に店を{構えて/作って}50年になる。[作] 

 

構える／造る 

大きなビルを{構えた/造った}。 

 

構える／設ける 

店を{構える/設ける}。 

事務所を{構える/設ける}。 

 

醸し出す／出す 

深い味わいを｛醸し出す/出す｝。［作］ 

 

通う／来る 

この町にも新幹線が｛通う/来る｝ようになる。［作］ 

 

通う／通ずる 

電話が{通う/通ずる}。 

気持ちが{通う/通ずる}。 

 

からかう／ふざける 

{からかって/ふざけて}言ったのに、本気にされた。 

「{からかわ/ふざけ}ないでください。私は真面目にやっているんですよ。」 

 

からっと／さわやか 

今日は{からっとしていて/さわやかで}気持ちがいい。［作］ 

彼は{からっとした/さわやかな}人だ。［作］ 

 

からっと／すがすがしい 

今日は{からっとしていて/すがすがしくて}気持ちがいい。［作］ 

彼は{からっとした/すがすがしい}人だ。［作］ 

 

からっと／すかっと 

今日は{からっとしていて/すかっとして}気持ちがいい。［作］ 
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彼は{からっとした/すかっとした}人だ。［作］ 

 

絡まる／絡み合う 

毛糸が{絡まって/絡み合って}いる。［作］ 

利害が{絡まって/絡み合って}問題を複雑にしている。［作］ 

 

絡まる／絡み付く 

ロープが{絡まって/絡み付いて}いる。［作］ 

しつこく{絡まれた/絡み付かれた}。［作］ 

 

絡まる／絡む 

糸が{絡まる/絡む}。 

利害が{絡まって/絡んで}問題を複雑にしている。［作］ 

酔って{絡まる/絡む}。 

 

絡み合う／絡み付く 

ロープが{絡み合って/絡み付いて}いる。［作］ 

 

絡み合う／絡む 

糸が{絡み合う/絡む}。 

利害が{絡み合って/絡んで}問題を複雑にしている。［作］ 

 

絡める／組み合う 

腕を{絡める/組み合う}。[作] 

 

絡める／組み合わせる 

指を{絡める/組み合わせる}。 

地方の料理と町おこしを{絡める/組み合わせる}。[作] 

 

かりかり／かっと 

つまらないことに{かりかりする/かっとなる}。［作］ 

 

かりかり／ばりばり 

煎餅を{かりかり/ばりばり}食べる。［作］ 

 

かりかり／ぱりぱり 
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煎餅を{かりかり/ぱりぱり}食べる。［作］ 

鶏肉の皮を{かりかり/ぱりぱり}に焼いて食べる。［作］ 

 

かりかり／ぷりぷり 

いつも{かりかり/ぷりぷり}怒っている。［作］ 

 

かりかり／ぷんぷん 

いつも{かりかり/ぷんぷん}怒っている。［作］ 

 

 

駆り立てる／促す 

競争心を{駆り立てる/促す}。［作］ 

 

駆り立てる／追い込む 

羊を囲いの中に{駆り立てた/追い込んだ}。 

 

駆り立てる／追い詰める 

獲物を{駆り立てて/追い詰めて}捕まえる。［作］ 

 

駆り立てる／追う 

獲物を{駆り立てて/追って}捕まえる。［作］ 

忙しくていつも時間に{駆り立てられて/追われて}いる。 

 

借りる／貸し切る 

会議室を半日{借りる/貸し切る}。［作］ 

 

刈る／切り落とす 

羊の毛を{刈る/切り落とす}。 

 

刈る／切る 

草を{刈る/切る}。 

 

刈る／すく 

バリカンで髪を{刈る/すく}。 

 

刈る／そる 
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バリカンで髪を{刈る/そる}。 

 

乾かす／干す 

洗濯物を{乾かす/干す}。［作］ 

 

乾く／干る 

公園の池が{乾く/干る}。［作］ 

 

変わる／移り変わる 

季節とともに、山の景色が{変わる/移り変わる}。 

 

変わる／切り替わる 

信号が赤に{変わった/切り替わった}。 

 

変わる／化ける 

給料が飲み代に{変わる/ばける}。 

 

代わる／入れ代わる 

次の駅で運転士が{代わり/入れ代わり}ます。 

役員が代わるたびに職員も{代わる/入れ代わる}。 

 

替わる／入れ代わる 

窓が開け放たれていたので、家の中がすっかり新鮮な空気に{替わった/入れ代わった}。 

 

替わる／切り替わる 

ランチのメニューは、週ごとに{替わる/切り替わる}。［作］ 

 

考え込む／考える 

父は腕を組んで何かを{考え込んでいる/考えている}。［作］ 

 

考え付く／考え出す 

画期的なアイデアを{考え付く/考え出す}。［作］ 

 

考え直す／見直す 

予算不足で計画を{考え直さ/見直さ}なければならない。 
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考える／案ずる 

調査環境の悪化を乗り切る方法を{考える/案ずる}。 

息子の将来を{考える/案ずる}。 

 

考える／かんがみる 

周辺への影響を{考える/かんがみる}。[作] 

年老いた両親の現状を{考えて/かんがみて}同居することにした。［作］ 

 

考える／練る 

わかりやすい発表原稿を{考える/練る}。[作] 

 

かんがみる／案ずる 

年老いた両親の現状を{かんがみて/案じて}同居することにした。［作］ 

 

がんがん／がみがみ 

「分かってるから、そんなに{がんがん/がみがみ}言わないでよ。」［作］ 

 

がんがん／かんかん 

鐘を{がんがん/かんかん}鳴らす。[作] 

日が{がんがん/かんかん}に照っている。[作] 

 

がんがん／さくさく 

仕事を{がんがん/さくさく}片付ける。[作] 

 

がんがん／どんどん 

彼が来たら、{がんがん/どんどん}仕事が進んだ。 

昼になったらお客さんが{がんがん/どんどん}来た。 

 

がんがん／ばんばん 

今日は仕事が{がんがん/ばんばん}進んだ。［作］ 

 

がんがん／猛烈 

{がんがん/猛烈に}勉強する。［作］ 

 

感じ取る／感ずる 

何気ない優しさを{感じ取る/感ずる}。［作］ 
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頑張る／打ち込む 

彼は熱心に研究に{頑張って/打ち込んで}いる。 

 

頑張る／尽くす 

社会のために{頑張る/つくす}。 

 

頑張る／努める 

子どもは嫌いな野菜を食べようと{頑張って/努めて}いる。 

店員はサービス向上に{頑張った/努めた}。 

子どもは嫌いな野菜を食べようと{頑張って/努めて}いる。 

 

頑張る／貫き通す 

最後まで笑顔で{頑張る/貫き通す}。［作］ 

 

頑張る／貫く 

最後まで笑顔で{頑張る/貫く}。［作］ 

 

頑張る／取り組む 

何でも一生懸命に{頑張る/取り組む}。［作］ 

 

頑張る／励む 

仕事に{頑張る/励む}。 

 

頑張る／張り切る 

{頑張って/張り切って}新しい企画を考える。［作］ 

 

頑張る／踏ん張る 

辛くても家族のために{頑張る/踏ん張る}。［作］ 

入り口に警備員が{がんばって/踏ん張って}いて中に入れない。 

意見を変えないで最後まで{頑張る/踏ん張る}。［作］ 

 

頑張る／粘る 

コーヒー１杯で閉店まで{頑張る/ねばる}。 

 

消える／消え去る 



78 

 

一晩寝たら嘘のように痛みが{消えた/消え去った}。［作］ 

男は雑踏の中に{消えた/消え去った}。［作］ 

跡形もなく{消える/消え去る}。［作］ 

 

消える／滅びる 

国が{消える/滅びる}。 

 

消える／滅ぶ 

国が{消える/滅ぶ}。[改] 

 

消える／燃え尽きる 

ろうそくの炎が{消えた/燃え尽きた}。[作] 

 

着飾る／しゃれる 

{着飾って/しゃれて}出掛ける。 

今日は{着飾って/しゃれて}行こう。 

 

着飾る／装う 

華やかに{着飾って/装って}出掛ける。[改] 

 

聞き入れる／受け入れる 

相手の主張を{聞き入れた/受け入れた}。 

 

聞き入れる／応ずる 

その提案は{聞き入れる/応ずる}ことができない。[作] 

 

聞き入れる／聞く 

彼の願いを{聞き入れて/聞いて}やってほしい。 

 

聞き入れる／取り合う 

母親は子供が我がままを言っても{聞き入れなかった/取り合わなかった}。[作] 

 

聞き入れる／認める 

ようやく二人の結婚が{聞き入れられた/認められた}。 

 

聞き入れる／許す 
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医師は正月に家に戻りたいという祖父の希望を{聞き入れて/許して}くれた。[作] 

 

聞き返す／問い返す 

わからなければ何度でも{聞き返した/問い返した}ほうがいい。[作] 

質問したのはこちらなのに逆に{聞き返された/問い返された}。[作] 

 

聞き出す／聞き込む 

新しい商品開発に必要な情報を事前に{聞き出して/聞き込んで}おく。[作] 

 

聞き出す／聞き付ける 

記事になりそうな情報を{聞き出した/聞き付けた}。[作] 

 

聞き出す／聞き取る 

関係者から事情を{聞き出す/聞き取る}。[作] 

 

聞き出す／問い合わせる 

電話で講演会の日時を{聞き出す/問い合わせる}。 

 

聞き付ける／聞き込む 

記事になりそうな情報を{聞き付けた/聞き込んだ}。[作] 

 

聞き付ける／伝え聞く 

近所に芸能人の店が開店したのを{聞き付けた/伝え聞いた}。[作] 

 

聞き取る／聞き込む 

新しい商品開発に必要な情報を事前に{聞き取って/聞き込んで}おく。[作] 

 

聞き取る／聞く 

テープを{聞き取って/聞いて}会話の練習をする。 

関係者から事情を{聞き取る/聞く}。[作] 

 

聞く／かぐ 

香りを{聞く/かぐ}。[作] 

 

聞く／尋ねる 
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やり方は先生に{聞いて/尋ねて}ください。 

東京から横浜への行き方を駅員に{聞いた/尋ねた}。 

 

聞く／問い合わせる 

電話で講演会の日時を{聞く/問い合わせる}。 

 

聞く／問い掛ける 

教師が学生にいろいろなことを{聞き/問い掛け}ながら授業を進める。[作] 

 

聞く／問う 

賛否を{聞く/問う}。 

 

聞く／取り合う 

その意見は{聞く/取り合う}必要がない。[作] 

 

聞く／認める 

彼の訴えを{聞いて/認めて}やってほしい。[改] 

 

聞く／許す 

彼の願いを{聞いて/許して}やってほしい。 

我がままを{聞いて/許して}はいけない。[作] 

 

ぎくしゃく／気まずい 

最近、友達との間が{ぎくしゃくしている/気まずい}。[作] 

 

ぎくしゃく／ごたごた 

監督が変わってチーム内が{ぎくしゃく/ごたごた}している。[作] 

 

聞こえる／聞く 

「さっきから黙ってるけど、私の話、ちゃんと{聞こえてる/聞いてる}？。[作] 

 

刻む／刻み込む 

恩師の言葉を深く胸に{刻んだ/刻み込んだ}。 

記念碑に銘を{刻む/刻み込む}。 

 

刻む／切り刻む 
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ネギを細かく{刻む/切り刻む}。［作］ 

 

刻む／切る 

ネギを細かく{刻む/切る}。［作］ 

 

刻む／彫る 

背中にいれずみを{刻んだ/彫った}。 

仏像を{刻む/彫る}。 

印鑑に自分の名前を{刻んで/彫って}もらった。 

記念碑に銘を{刻む/彫る}。 

 

ぎすぎす／陰気 

性格が{ぎすぎすしている/陰気だ}。［作］ 

 

ぎすぎす／げっそり 

{ぎすぎす/げっそり}痩せて病的だ。［作］ 

 

ぎすぎす／つんと 

あの人は{ぎすぎす/つんと}していて話しにくい。［作］ 

 

築く／作り上げる 

伝統を{築く/作り上げる}。 

石垣を{築く/作り上げる}。 

 

築く／造る 

石垣を{築く/造る}。 

大きなビルを{築く/造る}。 

 

築く／成す 

財産を{築く/成す}。 

 

築く／設ける 

石垣を{築く/設ける}。 

事務所を{築く/設ける}。 

 

きちんと／ちゃんと 



82 

 

毎月家賃を{きちんと/ちゃんと}払っている。 

社内の連絡が{きちんと/ちゃんと}伝わらず困った。 

「部屋の中を{きちんと/ちゃんと}しなさい」 

彼は{きちんと/ちゃんと}した人で、信用できる。 

「{きちんと/ちゃんと}朝ごはんを食べましたか。」 

 

気付く／知る 

自分で考えて自分で{気付く/知る}ことが大切だ。［作］ 

 

気付く／分かる 

自分で考えて自分で{気付く/分かる}ことが大切だ。［作］ 

 

きっぱり／すっぱり 

彼女は「いやだ」と{きっぱり/すっぱり}言った。 

 

きっぱり／はっきり 

彼女は「いやだ」と{きっぱり/はっきり}言った。 

いやだと{きっぱり/はっきり}断った。 

 

気取る／澄ます 

{気取った/澄ました}顔で座っている。 

 

気取る／ぶる 

偉そうに{気取った/ぶった}態度が気にいらない。[作] 

 

気取る／装う 

金持ちを{気取る/装う}。[作] 

 

きびきび／意欲的 

彼は新しい仕事に{きびきび/意欲的に}取り組んでいる。 

 

きびきび／活発 

あの人は{きびきび/活発に}動く。[作] 

 

きびきび／元気 

{きびきびした/元気な}声で返事をする。[改] 
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きびきび／しゃきしゃき 

妻は{きびきび/しゃきしゃき}している。［作］ 

 

きびきび／積極的 

この会社は、若い人が{きびきび/積極的に}働いている。［作］ 

 

きびきび／てきぱき 

受付の人の対応が{きびきび/てきぱき}している。［作］ 

 

きびきび／はつらつ 

この会社の若い人は{きびきび/はつらつと}している。［作］ 

 

きびきび／ばりばり 

この会社は、若い人が{きびきび/ばりばり}働いている。［作］ 

 

決まる／定まる 

監督の采配で勝負が{決まる/定まる}。 

次のパーティーの日にちは来週の月曜日に{決まり/定まり}ました。 

目標が{決まる/定まる}。 

いつも{決まった/定まった}時間に出かける。 

月々の{決まった/定まった}収入。 

 

決める／定める 

勝負を{決める/定める}。 

ねらいを{決める/定める}。 

今後の方針を{決める/定める}。［作］ 

規則を{決める/定める}。 

 

決める／取り決める 

次回の議題を{決める/定める}。［作］ 

取引先と納入期限を{決めて/定めて}ある。［作］ 

 

ぎょっと／ショッキング 

{ぎょっとする/ショッキングな}事件が起きた。［作］ 
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ぎょっと／ショック 

{ぎょっとする/ショックな}事件が起きた。［作］ 

 

ぎょっと／はっと 

バタンとドアが閉まって{ぎょっとした/はっとした}。［作］ 

 

ぎょっと／びっくり 

突然前に車が現れて{ぎょっと/びっくり}した。 

 

嫌う／憎む 

自己中心的な人は{嫌われる/憎まれる}ことが多い。 

約束を破ったことで、彼は私を{嫌って/憎んで}いる。［改］ 

 

きらきら／ぎらぎら 

海は、太陽の光で{キラキラ/ぎらぎら}輝いていた。 

 

きらきら／ぴかぴか 

彼女は{キラキラ/ぴかぴか}光るドレスを着ていた。 

 

きらきら／まぶしい 

海は、太陽の光で{キラキラ/まぶしく}輝いていた。[改] 

 

ぎらぎら／かんかん 

真夏の太陽が{ぎらぎら/かんかん}照りつけている［作］。 

 

ぎらぎら／金ぴか 

一度{ぎらぎらした/金ぴかの}衣装を着てみたい。[作] 

 

ぎらぎら／じりじり 

真夏の太陽が{ぎらぎら/じりじり}照りつけている［作］。 

 

ぎらぎら／ぴかぴか 

一度{ぎらぎらした/ぴかぴかの}衣装を着てみたい。[作] 

 

ぎらぎら／まぶしい 

真夏の太陽が{ぎらぎら/まぶしく}照りつけている［作］。 
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きらめく／光る 

「ほら、あそこで何か{きらめいて/光って}いるよ」。 

 

きらめく／ひらめく 

稲妻が{きらめいた/ひらめいた}。［作］ 

 

切り上げる／取りやめる 

予定を{切り上げる/取りやめる}。［作］ 

 

切り上げる／やめる 

仕事を{切り上げる/やめる}。［作］ 

 

切り上げる／よす 

その話はそろそろ{切り上げよう/よそう}。［作］ 

 

切り捨てる／切り落とす 

伸びた枝を{切り捨てる/切り落とす}。［作］ 

 

切り捨てる／切る 

伸びた枝を{切り捨てる/切る}。［作］ 

極悪非道者をを{切り捨てる/切る}。［作］ 

 

切り抜ける／乗り切る 

二人で困難を{切り抜ける/乗り切る}。［作］ 

 

切り抜ける／乗り越える 

二人で困難を{切り抜ける/乗り越える}。［作］ 

 

切り開く／開く 

荒れた土地を{切り開いて/開いて}、畑にした。 

突破口を{切り開く/開く}。［作］ 

これからは自分で人生の道を{切り開いて/開いて}いかなければならない。 

 

着る／着ける 

袴を{着る/着ける}。［作］ 
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着る／羽織る 

寒いのでコートを{着た/羽織った}。 

 

切る／切り刻む 

ネギを細かく{切る/切り刻む}。［作］ 

身を{切られる/切り刻まれる}思いをした。［作］ 

 

切る／断ち切る 

布を{切る/断ち切る}。［作］ 

腐れ縁を{切る/断ち切る}。［作］ 

敵の退路を{切る/断ち切る}。［作］ 

 

切る／断つ 

はさみで{切って/断って}ください。 

髪を{切って/断つ}。 

 

切る／焼き切る 

鉄板を{切る/焼き切る}。［作］ 

 

際立つ／優れる 

彼女は歌唱力が{際立って/優れて}いる。 

 

際立つ／ずば抜ける 

この店のサービスは{際立っている/ずば抜けている}。［作］ 

 

際立つ／勝る 

優勝したチームはチームワークが{際立っていた/勝っていた}。[作] 

 

際立つ／目立つ 

若い選手の活躍が{際立った/目立った}。[作] 

 

極める／突き詰める 

学問を{極める/突き詰める}。［作］ 

 

禁ずる／差し止める 
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特許権侵害で販売を{禁ずる/差し止める}。［作］ 

 

禁ずる／禁じる 

この寮では午後 10時以降の外出を{禁ずる/禁じる}。 

 

食い込む／入り込む 

企業の中枢部に{食い込む/入り込む}。［作］ 

 

食い違う／ずれる 

世代間で考え方が{食い違う/ずれる}。［作］ 

レールのつなぎ目が{食い違って/ずれて}、ガタガタする。 

 

食い止める／遮る 

相手チームの攻撃を{食い止める/遮る}。［作］ 

カーテンで強い光が入るのを{食い止める/さえぎる}。［改］ 

 

食い止める／妨げる 

相手チームの攻撃を{食い止める/妨げる}。［作］ 

 

食い止める／止める 

年齢による衰えを{食い止めたい/止めたい}。［作］ 

 

食い止める／防ぐ 

パソコンのウィルス感染を{食い止める/防ぐ}ために､対策用のソフトを買った。 

 

食い止める／免れる 

倒産の危機を{食い止めた/免れた}。［作］ 

 

食い止める／よける 

相手からの攻撃を{食い止める/よける}。［作］ 

 

悔いる／悔やむ 

あの時うそをついたことをずっと{悔いて/悔やんで}いる。 

 

食う／食らう 

地震で電車が止まり、足止めを{食った/食らった}。 
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どんぶりで飯を{食う/食らう}。[作] 

 

食う／食する 

がっつり肉を{食う/食する}。[作] 

 

食う／費やす 

思った以上に時間を{食って/費やして}しまった。[作] 

 

区切る／仕切る 

部屋をカーテンで{区切る/仕切る}。 

カーテンで部屋を{区切る/仕切る}。 

 

区切る／分ける 

部屋をカーテンで{区切る/分ける}。 

句ごとに{区切って/分けて}読む。 

 

くくる／束ねる 

髪を{くくる/たばねる}。 

 

くくる／まとめる 

百万円ずつ紙の帯で{くくる/まとめる}。［作］ 

 

くくる／結ぶ 

落語家はしゃれを言って、話の最後を{くくった/結んだ}。 

髪の毛を{くくる/結ぶ}。[作] 

 

くくる／結う 

靴ひもを{くくる/結う}。[作] 

髪の毛を{くくる/結う}。[作] 

 

崩す／砕く 

岩を{崩す/砕く}。［作］ 

 

崩す／壊す 

「すみません。千円札を{崩して/壊して}いただけませんか。」 

千円札を１００円玉に{崩す/こわす}。 
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ブロック塀を{崩す/壊す}。［作］ 

 

崩す／取り壊す 

ブロック塀を{崩す/取り壊す}。［作］ 

 

崩す／乱す 

心を{崩す/乱す}。 

 

崩す／緩める 

彼は緊張していたが、先生の一言で顔を{崩した/緩めた}。 

 

くすむ／あせる 

色が{くすむ/あせる}。［作］ 

思い出が{くすむ/あせる}。［作］ 

 

くすむ／薄らぐ 

思い出が{くすむ/薄らぐ}。［作］ 

 

くすむ／薄れる 

思い出が{くすむ/薄れる}。［作］ 

 

くすむ／黄ばむ 

シャツが{くすむ/黄ばむ}。［作］ 

 

くすむ／曇る 

空が{くすんでいる/曇っている}。［作］ 

心が{くすむ/曇る}。［作］ 

 

くすむ／黒ずむ 

肌が{くすむ/黒ずむ}。［作］ 

 

くすむ／濁る 

この絵には{くすんだ/濁った}色を使わない方がいい。 

 

崩れる／壊れる 

「千円を１００円玉十枚には{くずれ/壊れ}ません」 
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雰囲気が{崩れる/壊れる}。 

 

崩れる／乱れる 

「生活態度が{崩れて/乱れて}いますよ。規則正しい生活を送りなさい」 

生活が{崩れる/乱れる}。 

 

崩れる／緩む 

「生活態度が{崩れて/緩んで}いますよ。規則正しい生活を送りなさい」 

表情が{崩れる/ゆるむ}。 

気持ちが{崩れる/緩む}。［作］ 

 

砕く／壊す 

ブロック塀を{砕く/壊す}。［作］ 

夢を{砕く/壊す}。［作］ 

 

砕く／取り壊す 

ブロック塀を{砕く/取り壊す}。［作］ 

 

下す／落とす 

役職を{下す/落とす}。［作］ 

 

下す／壊す 

腹を{下す/こわす}。 

 

下(くだ)る／下回る 

月収５０万円を{下(くだ)ら/下回ら}ない。 

 

口ずさむ／唱える 

念仏を{口ずさむ/となえる}。 

 

覆す／倒す 

政権を{くつがえす/倒す}。 

幕府を{覆す/倒す}。 

 

覆す／翻す 

定説を{くつがえす/翻す}。 
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手のひらを{くつがえす/翻す}。 

 

くっきり／鮮やか 

新しいテレビは画像が{くっきりしている/鮮やかだ}。 

 

くっきり／顕著 

差が{くっきり/顕著に}現れている。［作］ 

 

くっきり／鮮明 

めがねを変えたら、周りのものが{くっきり/鮮明に}見えるようになった。 

 

くっきり／はっきり 

めがねを変えたら、周りのものが{くっきり/はっきり}見えるようになった。 

 

屈する／折り曲げる 

膝を{屈して/折り曲げて}座る。［作］ 

 

屈する／折る 

体を{屈して/折って}、挨拶した[改]。 

 

屈する／折れる 

彼の説得に私の方が{屈した/折れた}。 

 

屈する／参る 

敵もそう簡単には{屈し/参ら}ないだろう。［作］ 

 

屈する／曲がる 

年をとって腰が{屈した/まがった}。 

 

屈する／負ける 

上からの圧力に{屈し/負け}ない。［作］ 

 

屈する／曲げる 

膝を{屈して/曲げて}座る。［作］ 

この主張を{屈し/曲げ}たくない。［作］ 
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屈する／丸まる 

体が{屈する/丸まる}。［作］ 

 

屈する／丸める 

体を{屈する/丸める}。［作］ 

 

ぐったり／げんなり 

仕事が忙しくて{ぐったり/げんなり}している。［作］ 

 

配る／手渡す 

キャンディを２こずつ{配った/手渡した}。 

 

配る／取り分ける 

キャンディを２こずつ{配った/取り分けた}。 

 

組み合わせる／組む 

指を{組み合わせる/組む}。 

これはひもを{組み合わせて/組んで}作ったものだ。 

 

組み入れる／入れ込む 

新商品開発のメンバーに新入社員を{組み入れる/入れ込む}ことになった。[作] 

 

組み入れる／組み込む 

予算に{組み入れる/組み込む}。 

 

組み入れる／組む 

予算に{組み入れて/組んで}おく。［作］ 

 

組み入れる／引き入れる 

仲間に{組み入れる/引き入れる}。［作］ 

 

組み入れる／引き込む 

仲間に{組み入れる/引き込む}。［作］ 

 

組み入れる／迎え入れる 

仲間に{組み入れる/迎え入れる}。［作］ 
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組み入れる／盛り込む 

決定したことを資料に{組み入れる/盛り込む}。［作］ 

 

組み入れる／呼び込む 

外部の人材を{組み入れる/呼び込む}。［作］ 

 

組み立てる／築く 

ネットワークを{組み立てる/築く}。［作］ 

 

組み立てる／組む 

飛行機の模型を{組み立てる/組む}。 

家の塗装をするために足場を{組み立てた/組んだ}。 

夏休みの時間割を{組み立てた/組んだ}。 

 

組み立てる／仕上げる 

文章を{組み立てる/仕上げる}。［作］ 

 

組み立てる／立てる 

仮設を{組み立てる/立てる}。［作］ 

 

組み立てる／作り上げる 

飛行機の模型を{組み立てる/作り上げる}。 

 

組み立てる／作り出す 

システムを{組み立てる/作り出す}。［作］ 

 

組み立てる／作る 

飛行機の模型を組み立てる{/作る}。 

 

組み立てる／造る 

橋を{組み立てる/造る}。［作］ 

 

くみ取る／推し量る 

相手の気持ちを{くみ取る/推し量る}。[作] 
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くみ取る／くむ 

相手の気持ちを{くみ取る/くむ}。[作] 

 

くみ取る／察する 

胸中を{くみ取る/察する}。 

相手の気持ちを{くみ取る/察する}。[作] 

 

くみ取る／すくう 

水を{くみ取る/すくう}。[作] 

 

くみ取る／見越す 

相手の要求を{くみ取る/見越す}。[作] 

 

くみ取る／見通す 

相手の心を{くみ取る/見通す}。[作] 

 

くみ取る／見抜く 

相手の心を{くみ取る/見抜く}。[作] 

 

くみ取る／見破る 

相手の心を{くみ取る/見破る}。[作] 

 

くむ／推し量る 

相手の気持ちを{くむ/推し量る}。[作] 

 

くむ／察する 

胸中を察する{くむ/}。 

相手の気持ちを{くむ/察する}。[作] 

 

くむ／すくう 

水を{くむ/すくう}。[作] 

 

くむ／見越す 

相手の要求を{くむ/見越す}。[作] 

 

くむ／見通す 
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相手の心を{くむ/見通す}。[作] 

 

くむ／見抜く 

相手の心を{くむ/見抜く}。[作] 

 

くむ／見破る 

相手の心を{くむ/見破る}。[作] 

 

組む／組み合う 

腕を{組む/組み合う}。[作] 

四つに{組む/組み合う}。[作］ 

分野が違う者が{組んで/組み合って}新商品を生み出す。[作] 

 

組む／作り上げる 

家の塗装をするために足場を{組んだ/作り上げた}。 

 

曇る／煙る 

寒いところから暖かい部屋に入ったらメガネが{曇った/煙った}。 

雨に{曇る/煙る}空港。 

 

曇る／ぼける 

涙で視界が{曇った/ぼけた}。［作］ 

 

悔やむ／恥じる 

あの時うそをついたことをずっと{悔やんで/恥じて}いる。 

 

暮らす／過ごす 

夏休みは勉強もせずに遊んで{暮らした/過ごした}。［改］ 

一日楽しく{暮らす/過ごす}。 

年をとったらいなかで{暮らし/過ごし}たい。 

小学校 1年生から 3年生までをアメリカで{暮らした/過ごした}。 

１か月１０万円で{暮らす/過ごす}。 

 

くらます／潜める 

身を{くらます/潜める}。[作] 
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繰り返す／続ける 

日本語の促音「っ」が習得できるまで練習を{繰り返した/続けた}。[作] 

お互いに納得するまで話し合いを{繰り返す/続ける}。[改] 

 

繰り広げる／広げる 

世界中で商売を{繰り広げる/広げる}。[作] 

 

来る／通ずる 

この町にも新幹線が{来た/通じた}。 

 

狂う／崩れる 

体の調子が{くるって/崩れて}よく眠れない。 

「生活態度が{狂って/崩れて}いますよ。規則正しい生活を送りなさい」 

雨で試合の予定が{狂って/崩れて}しまった。 

 

狂う／乱れる 

生活が{狂う/乱れる}。 

雨で試合の予定が{狂って/乱れて}しまった。 

花が咲き{狂って/乱れている}。 

 

苦しむ／あがく 

彼は毒を飲んで{苦しみ/あがき}ながら死んでいった。［改］ 

 

苦しむ／悲しむ 

息子の変わり様に母親は{苦しんだ/悲しんだ}。 

 

苦しむ／困る 

返事に{苦しむ/困る}。 

情報が少なくて判断に{苦しむ/困る}。［作］ 

息子の変わり様に母親は{苦しんだ/困った}。 

生活に{苦しむ/困る}。 

ひどい腰痛に{苦しんで/困って}いる。[作] 

隣の家から聞こえる騒音に{苦しんで/困って}いる。[作] 

 

苦しむ／悩む 

{苦しんだ/悩んだ}甲斐があっていい作品ができた。 
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隣から聞こえる騒音に{苦しんで/悩んで}いる。［作］ 

彼女は恋に{苦しんで/悩んで}いるようだ。 

腰痛に{苦しんで/悩んで}いる。［作］ 

 

苦しめる／悩ます 

「意地悪な質問をしてあいつをもっと{苦しめて/悩まして}やれ」 

騒音が住民を{苦しめる/悩ます}。 

言葉での暴力に{苦しめられた/悩まされた}。 

持病の肩こりに{苦しめられて/悩まされて}いる。 

 

くるむ／包む 

スカーフで物を{くるんだ/包んだ}。 

きれいな紙でプレゼントを{くるんだ/包んだ}。 

 

黒ずむ／濁る 

大雨の後で川の水が{黒ずんで/濁って}いる。 

この絵には{黒ずんだ/濁った}色を使わない方がいい。 

 

加える／書き加える 

わかりにくいのでもう少し説明を{加えた/書き加えた}。 

 

加える／足す 

わかりにくいのでもう少し説明を{加えた/足した}。 

１に２を加える{加える/足す}と３になる。 

「もう少し砂糖を{加えて/たして}ください」。 

 

加える／付け加える 

わかりにくいのでもう少し説明を{加えた/付け加えた}。 

説明を一言{加える/付け加える}。 

 

黒ずむ／付ける 

彼を味方につけ{加え/つけ}たい。 

 

消す／打ち消す 

彼の声が波の音に{消されて/打ち消されて}聞こえなかった。 
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消す／消し去る 

痛みを{消す/消し去る}薬をあげましょう。 

証拠を完全に{消す/消し去る}。［作］ 

 

削る／省く 

無駄な出費を{削って/省いて}、お金を貯金した。 

名簿から電話番号を{削った/省いた}。 

できるだけ人手を{削る/省く}。［作］ 

 

削る／減らす 

４００字以内に書けるように文章を{削った/減らした}。 

いくら勉強しても睡眠時間を{削って/減らして}しまっては効果的ではない 。 

子供の小遣いを{削った/減らした}｡ 

 

削る／彫る 

石を{削る/彫る}。［作］ 

 

げっそり／がりがり 

{げっそりと/がりがりに}痩せている。［作］ 

 

ける／断る 

要求を{けられた/断られた}。［作］ 

 

ける／拒む 

要求を{ける/拒む}。［作］ 

 

ける／辞する 

推薦の話を{ける/辞する}。［作］ 

 

請う／仰ぐ 

「先生のご助言を{請い/仰ぎ}たいのですが…。」 

 

請う／訴える 

援助を{請う/訴える}。［作］ 

 

請う／すがる 
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救いを求めて神に{請う/すがる}。［作］ 

 

請う／せがむ 

食べ物を{請う/せがむ}。［作］ 

 

請う／頼み込む 

援助を{請う/頼み込む}。［作］ 

 

請う／頼む 

援助を{請う/頼む}。［作］ 

 

請う／願い出る 

援助を{請う/願い出る}。［作］ 

 

請う／願う 

援助を{請う/願う}。［作］ 

 

請う／申し入れる 

協力を{請う/申し入れる}。 

 

請う／求める 

本件に関する相手方の考え方について説明を{請うた/求めた}。 

 

超える／超す 

息子は父親を{超える/超す}ことを目標にしている。[作] 

１０万人を{超える/超す}入場者があった。 

出費が予算をかなり{超えて/超して}いる。 

 

超える／しのぐ 

若者を{超える/しのぐ}気力を持つ。 

 

越える／越す 

社長の行為は規約で定められる権限を{越えて/越して}いる。 

会場には５万人を{越える/越す}観衆が集まった。 

仕事もやっと山を{越えた/越した}。[作] 

父は 80歳を{越えて/越して}も元気に働いている。[作] 
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越える／飛び越える 

社長は時代を{越えた/飛び越えた}考え方ができる。[作] 

 

越える／飛び越す 

ボールは頭上を{越えて/飛び越して}ヒットになった。[作] 

 

肥える／太る 

食べ過ぎて、{肥えて/太って}しまった。 

 

凍る／固まる 

部長の面白くない冗談に部下たちが{凍った/固まった}。[作] 

昨日降った雪が{凍っていた/固まっていた}。[作] 

 

焦げ付く／焦げる 

魚が{焦げ付か/こげ}ないようによく見てください。 

 

心得る／悟る 

自分の限界を{心得る/悟る}。[作] 

物事の本質を{心得る/悟る}。[作] 

 

心得る／知る 

あの先生は乱暴な子供の扱いを{心得て/知って}いる。 

彼女は茶道を心得て{/知って}いるらしい。 

 

心得る／分かる 

あの先生は乱暴な子供の扱いを{心得て/分かって}いる。 

彼女は茶道を{心得て/分かって}いるらしい。 

 

心得る／わきまえる 

あの先生は乱暴な子供の扱いを{心得て/わきまえて}いる。 

彼女は茶道を{心得て/わきまえて}いるらしい。 

 

志す／目指す 

医者を{志す/目指す}。 

会計士の資格取得を{志して/目指して}いる。 
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試みる／探る 

いろいろな方法を{試みる/探る}。[作] 

新しい方法を{試みる/探る}。[作] 

 

試みる／試す 

「この機械、動かないんですけど。」「もう一度{試みて/試して}ください。」 

 

腰掛ける／座る 

老人がベンチに{腰掛けて/座って}景色を眺めていた。 

 

越す／引っ越す 

「となりに{越して/引っ越して}きた佐藤です。よろしくお願いします。」 

ここは家賃が高いので、もっと安いところに{越し/引っ越し}たい。 

 

超す／しのぐ 

父親を{超す/しのぐ}実業家を目指す。[作] 

 

こする／擦る 

車庫入れの時、壁に車のサイドミラーを{こすって/擦って}しまった。[作] 

 

擦(こす)れる／擦(す)れる 

ズボンのひざのところが{こすれて/擦(す)れて}破れてしまった。 

足が靴で{擦(こす)れる/すれる}。 

 

こそこそ／こっそり 

夜お腹がすいて、{こそこそ/こっそり}ラーメンを食べた。［作］ 

 

こそこそ／そっと 

彼は彼女に目で合図して、{こそこそ/そっと}手紙を手渡した。 

 

こそこそ／内密 

上司は何かを{こそこそ/内密に}調べているようだ。[作] 

 

こそこそ／ひそか 

上司は何かを{こそこそ/ひそかに}調べているようだ。[作] 
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こそこそ／ひっそり 

誰にも気付かれないように{こそこそ/ひっそり}暮らす。[作] 

 

こそこそ／秘密 

彼らを喜ばせようと{こそこそ/秘密に}パーティーの準備をしてきたが、見つかってしまっ

た。 

アイドルは恋人と{こそこそ/秘密に}会っている。[作] 

 

こだわる／凝り固まる 

古いやり方に{こだわって/凝り固まって}いる。［作］ 

 

ごちゃごちゃ／ごたごた 

{ごちゃごちゃ/ごたごた}言うな。［作］ 

 

ごちゃごちゃ／ごっちゃ 

様々な問題が{ごちゃごちゃ/ごっちゃ}になっていてわかりにくい。[作] 

 

ごちゃごちゃ／不規則 

書類が机の上に{ごちゃごちゃ/不規則}に積み上げられている。[作] 

 

ごちゃごちゃ／まちまち 

説明が{ごちゃごちゃ/まちまち}でわかりにくい。[作] 

 

ごちゃごちゃ／ごたごた 

いろいろなことがあって家の中が{ごちゃごちゃ/ごたごた}している。［作］ 

 

ごつごつ／粗い 

表面が{ごつごつしている/粗い}。［作］ 

 

ごった返す／込み合う 

バーゲン会場が多くの人で{ごった返して/込み合って}いる。［作］ 

 

ごった返す／込む 

バーゲン会場が多くの人で{ごった返して/込んで}いる。［作］ 
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ごった返す／散らかる 

引っ越しの準備で家の中が{ごった返して/散らかって}いる。［作］ 

 

こってり／くどい 

この料理は味付けが{こってりしている/くどい}。たぶん醤油や砂糖がたくさん入っている

のだと思う。[改] 

 

こってり／しつこい 

｢あそこの店のラーメン、味、{こってりしている/しつこい}よね。」[改] 

 

こってり／濃厚 

このソースは{こってりしている/濃厚だ}。[作] 

 

異なる／違う 

画面の左右に{異なる/違う}情報が提示される。 

妹は姉と性格が{異なる/違う}。 

夫と私は年が１５歳も{異なる/違う}。 

 

断る／拒む 

友達にお金を借りようとしたら、{断られた/拒まれた}。 

 

断る／辞する 

学校からの推薦入学の話を{断る/辞する}。[作] 

 

断る／はね付ける 

友達にお金を借りようとしたら、{断られた/はね付けられた}。 

 

こなす／果たす 

営業のノルマを{こなす/果たす}。[作] 

 

好む／愛する 

このサークルには読書を{好む/愛する}人が集まっている。 

彼は酒を{好む/愛する}男だ。 

 

好む／気に入る 

最近新発売のお菓子を{好んで/気に入って}食べている。[作] 
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好む／好き好む 

今の仕事は{好んで/好き好んで}やっているわけではない。[作] 

 

好む／好く 

あの人は多くの人から{好まれて/好かれて}いる。［作］ 

 

拒む／辞する 

協力の申し出を{拒む/辞する}。[作] 

 

拒む／はね付ける 

協力の申し出を{拒む/はね付ける}。[作] 

 

こびり付く／くっ付く 

泥が{こびり付いて/くっ付いて}取れない。[作] 

 

こぼす／落とす 

かわいそうな話に涙を{こぼした/落とした}。 

 

こぼす／垂らす 

餌を見て犬はよだれを{こぼした/垂らした}。 

 

こぼれる／落ちる 

両手一杯に持っていた豆が手から{こぼれた/落ちた}。[改] 

試合に負けて悔し涙が{こぼれた/落ちた}。 

 

こぼれる／垂れる 

水が{こぼれる/たれる}。 

 

困る／行き詰まる 

返事に{困る/行き詰まる}。 

生活に{困る/行き詰まる}。 

 

困る／思い悩む 

いつまでもできなくて{困る/思い悩む}。 
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困る／悩む 

いつまでもできなくて{困る/悩む}。 

最近、成績が伸びなくて{困って/悩んで}いる。[作] 

隣の家から聞こえる騒音に{困って/苦しんで}いる。[作] 

社長はお金の返済に{困って/悩んで}いるようだ。[作] 

ひどい腰痛に{困って/悩んで}いる。[作] 

 

困る／参る 

部屋がせまくて{困り/参り}ます。 

隣の家がうるさくて{困る/参る}。 

 

困る／弱る 

返事に{困る/弱る}。 

隣の家がうるさくて{困る/弱る}。 

となりの人がうるさくて{困った/弱った}。 

 

込み合う／込む 

バーゲン会場が多くの人で{込み合って/込んで}いる。［作］ 

 

込み上げる／沸く 

沸々と怒りが{込み上げた/沸いた}。［作］ 

 

こらえる／耐える 

腰の痛みを{こらえて/耐えて}働いた。［作］ 

電車の中だったので笑いを{こらえた/耐えた}。［作］ 

 

凝る／入れ込む 

釣りに{凝る/入れ込む}。 

 

凝る／打ち込む 

趣味に{凝る/打ち込む}。[作] 

 

凝る／のめり込む 

釣りに{凝る/のめり込む}。 

 

凝る／はまる 
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釣りに{凝る/はまる}。 

 

ころころ／ぽっちゃり 

食欲旺盛で{ころころ/ぽっちゃり}太っている子犬を飼っている。[作] 

 

ごろごろ／うじゃうじゃ 

シャベルで掘り出すとカブトの幼虫が、{ごろごろ/うじゃうじゃ}と居ます。 

「そんな話どこにでも{ごろごろ/うじゃうじゃ}あるよ。」[作] 

 

ごろごろ／うだうだ 

朝、９時にあまりの暑さで目が覚めたのに、１時間ほど{ごろごろ/ウダウダ}していました。 

 

ごろごろ／ぐうたら 

今日は一日{ごろごろ/ぐうたら}過ごした。[作] 

 

ごろごろ／怠惰 

やる気がしなくて{ごろごろ/怠惰に}過ごしている。[作] 

 

ごろごろ／だらだら 

今日は一日{ごろごろ/だらだら}過ごした。[作] 

 

ごろごろ／無数 

同じような店が{ごろごろ/無数に}ある。[作] 

 

ごろごろ／山ほど 

同じような店が{ごろごろ/山ほど}ある。[作] 

 

転ぶ／つんのめる 

石につまずいて{転んで/つんのめって}しまった。 

 

壊す／損ねる 

健康を{壊す/損ねる}。[作] 

町の景観を{壊す/損ねる}。[作] 

 

壊す／取り壊す 

古くなったビルを{壊す/取り壊す}。[作] 
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壊れる／砕ける 

地震で壁が{壊れて/崩れて}落ちた。[作] 

 

遮る／妨げる 

相手の言葉を{さえぎる/妨げる}。 

工事の音が眠りを{遮る/妨げる}。 

カーテンで光を{さえぎる/妨げる}。 

 

遮る／止める 

相手の言葉を{さえぎる/止める}。 

 

さえる／透き通る 

{透き通った/さえた}歌声で観客を魅了した。[作] 

 

さえる／冷え込む 

北国の冬の夜は{さえる/冷え込む}ので暖かい服装で出掛けた。[作] 

 

さえる／冷える 

11月になると、東京でも朝晩はかなり{さえる/冷え}ます。 

 

栄える／富む 

町が{栄える/富む}。 

{栄える/富んだ}国。 

 

栄える／にぎわう 

町が{栄える/にぎわう}。 

 

栄える／華やぐ 

町が{栄える/華やぐ}。 

 

捜し当てる／捜し出す 

忘れ物の持ち主を{捜し当てる/捜し出す}。[作] 

 

探す／あさる 

青空市場で私の足に合う靴を{探す/あさる}。[改] 
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探す／探る 

小銭がないかポケットの中を{探す/探る}。[作] 

祖父は秘湯を{探す/探る}旅にでた。 

解決の糸口を{探して/探って}いる。 

調査委員会が事故の原因を{探して/探って}いる。 

 

探す／尋ねる 

家出した子どもを{探して/尋ねて}日本中を回っている。 

私は日本語の起源を{探す/尋ねる}旅を続けている。 

 

探す／突き止める 

原因を{探す/突き止める}。[作] 

 

さかのぼる／返る 

基本に{さかのぼって/返って}考える。[作] 

 

さかのぼる／戻る 

基本に{さかのぼって/戻って}考える。[作] 

 

下がる／ずり落ちる 

靴下が{下がって/ずり落ちて}しまった。 

 

下がる／垂れる 

営業中の札がドアに{下がって/垂れて}いる。 

木の枝が{下がる/たれる}。 

 

下がる／引き下がる 

挨拶をすると部屋に{下がって/引き下がって}しまった。[作] 

 

下がる／ひく 

2、3日で熱が{下がった/ひいた}。[作] 

 

先駆ける／先立つ 

発売に{先駆けて/先立って}予約を受け付ける。[作] 

 



109 

 

咲き乱れる／咲く 

春になると、花がたくさん{咲き乱れ/咲き}ます。 

 

咲く／開く 

桜が{咲いた/開いた}。[作] 

 

裂く／ちぎる 

別れた彼からもらった手紙を{裂いて/ちぎって}捨てた。 

 

裂く／離す 

戦争が親と子を{裂いた/離した}。[作] 

 

裂く／引き裂く 

二人の仲を{裂か/引き裂か}ないで下さい。 

魚の腹を{さいて/引き裂いて}卵を取り出した。 

古い布を{裂いて/引き裂いて}つなげて長いひもにした。 

 

割く／割り当てる 

知人との面会に時間を{割いた/割り当てた}。[作] 

 

さくさく／しゃきしゃき 

採れたての大根を切ると{さくさく/しゃきしゃき}。音がした。[作] 

揚げたての天ぷらが{さくさく/しゃきしゃき}していて、おいしかった。[作] 

仕事を{さくさく/しゃきしゃき}片付ける。[作] 

 

探る／あさる 

小銭がないかポケットの中を{探る/あさる}。[作] 

 

探る／わめく 

人々が口々に{叫んで/わめいて}いる。[作] 

 

探る／調べる 

現場の様子を{探る/調べる}。[作] 

調査委員会が事故の原因を{探って/調べて}いる。 

警察で容疑者の男の身元を{探って/調べて}いるらしい。 
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探る／尋ねる 

祖父は秘湯を{探る/尋ねる}旅にでた。 

私は日本語の起源を{探る/尋ねる}旅を続けている。 

 

探る／試す 

相手の本心を{探る/試す}。[作] 

新しい方法を{探る/試す}。[作] 

 

探る／突き止める 

調査委員会が事故の原因を{探って/突き止めて}いる。 

 

叫ぶ／怒鳴る 

なかなか起きない子供に「起きなさい」と{叫んだ/怒鳴った}。[作] 

 

叫ぶ／わめく 

人々が口々に{叫んで/わめいて}いる。[作] 

 

叫ぶ／ほえる 

会議中に温厚な課長がついに{叫んだ/ほえた}。[作] 

 

避ける／よける 

突然前に現れた車を{避け/よけ}きれずに衝突した。 

これは{避けて/よけて}通れない問題です。 

 

裂ける／ちぎれる 

ズボンが{裂ける/ちぎれる}。 

釘にひっかけて、着物の袖が{裂けて/ちぎれて}しまった。 

 

裂ける／割れる 

地震の後、道路が{裂けて/割れて}いた。 

 

下げる／退ける 

付き人を{下げて/退けて}本人と直接話をした。[作] 

 

下げる／垂らす 

若い頃、前髪を{下げて/垂らして}いた。[作] 
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下げる／引き下げる 

「問題のレベルを{さげ/引き下げ}ないと、誰も答えられないよ」 

税金を{下げる/引き下げる}。 

付き人を{下げて/引き下げて}本人と直接話をした。[作] 

兵を{下げる/引き下げる}。 

彼は取締役から部長に地位を{さげられた/引き下げられた}そうだ。 

部長から課長に{下げる/引き下げる}。 

訴えを{下げる/引き下げる}。 

誰にも気付かれないように帽子を{下げた/引き下げた}。[作] 

 

支える／助ける 

「仲間に{支えられて/助けられて}これまでやってきました。」 

募金活動を行って被災者を{支えた/助けた}。 

家業を{支える/助ける}ために進学をあきらめた。 

 

支える／保つ 

友達の優しさによって心身のバランスが{支えら/保た}れている。[作] 

 

ささげる／差し出す 

戦争中、多くの人が国に命を{ささげた/差し出した}。[作] 

 

ささげる／供える 

墓前に花を{ささげる/供える}。[作] 

 

ささやく／つぶやく 

詩を{ささやく/つぶやく}。[作] 

 

刺さる／突き刺さる 

足の裏にとげが{ささって/突き刺さって}痛くて仕方がない。 

 

差し入れる／差し込む 

鍵を{差し入れて/差し込んで}ドアを開ける。[作] 

 

差し入れる／挿す 

レターラックに手紙を{差し入れた/挿した}。 
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江戸時代の侍は腰に刀を{差し入れて/挿して}いた。 

 

差し替える／付け替える 

新入社員のために、ロッカーの名前を{差し替える/付け替える}。[作] 

 

差し替える／詰め替える 

今日発送予定の資料の中に誤りが見つかり、急いで{差し替えた/詰め替えた}。[作] 

 

差し替える／取り替える 

直前に会議の資料を{差し替える/取り替える}ように指示があった。[作] 

 

差し込む／挿す 

レターラックに手紙を{差し込んだ/挿した}。 

 

差し込む／差す 

雲間から太陽の光が{差し込んむ/差す}。[作] 

 

差し出す／出す 

手紙を{差し出す/出す}。 

握手をしようと手を{差し出す/出す}。 

書類を{差し出す/出す}。 

入学願書を{差し出した/だした}。 

 

差し出す／手渡す 

書類を{差し出す/手渡す}。 

 

差し出す／届ける 

書類を{差し出す/届ける}。 

会社に欠席届を{差し出した/届けた}。[改] 

 

差し出す／渡す 

書類を{差し出す/渡す}。 

母に先生からの手紙を{差し出した/渡した}。 

 

差し支える／障る 
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明日の仕事に{差し支える/障る}。 

仕事に{差し支える/障る}。 

 

差し伸べる／伸ばす 

支援の手を{差し伸べる/伸ばす}。[作] 

 

差し引く／引く 

給料から税金を{差し引く/引く}。 

 

差し引く／割り引く 

緊張していることを{差し引いて/割り引いて}も、彼のスピーチはあまり上手ではなかった。 

このクーポン券を提示すると合計金額から 500円を{差し引いて/割り引いて}くれる。[作] 

 

指す／示す 

文中の「それ」は何を{指して/示して}いますか。 

英語で質問されたので、駅の方向を指で{指して/示して}教えてあげた。 

 

指す／目指す 

渡り鳥は北を{指して/目指して}飛んでいった。 

 

指す／指差す 

目的地を{指す/指差す}。 

 

刺す／突き刺す 

さおを{さす/突き刺す}。 

彼の一言が私の胸を{刺した/突き刺した}。 

鼻を{刺す/突き刺す}においが漂っていた。 

串に肉と野菜を交互に{刺す/突き刺す}。[作] 

 

差す／入り込む 

カーテンの隙間から光が{差す/入り込む}。[作] 

 

差す／入る 

カーテンの隙間から光が{差す/入る}。[作] 

 

誘う／誘い込む 
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少年を悪の道に{誘った/誘い込んだ}。 

美味しそうな匂いに{誘われて/誘い込まれて}焼鳥屋に入った。 

 

誘う／連れ出す 

鈴木さんをドライブに{誘った/連れ出した}。 

 

誘う／連れる 

孫を{誘って/連れて}公園に行った。[作] 

 

誘う／招く 

たくさんの友達をホームパーティーに{誘う/招く}。[作] 

 

誘う／呼ぶ 

たくさんの友達をホームパーティーに{誘う/呼ぶ}。[作] 

美味しそうな匂いに{誘われて/呼ばれて}焼鳥屋に入った。 

 

定める／取り決める 

規則を{定める/取り決める}。 

 

察する／推し量る 

胸中を{察する/推し量る}。 

 

察する／見越す 

胸中を{察する/見越す}。 

相手の気持ちを{察する/見越す}。[作] 

危険を{察する/見越す}。 

 

察する／見通す 

胸中を{察する/見通す}。 

危険を{察する/見通す}。 

 

察する／見抜く 

胸中を{察する/見抜く}。 

危険を{察する/見抜く}。 

 

察する／見破る 
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胸中を{察する/見破る}。 

危険を{察する/見破る}。 

 

さっぱり／一向 

仕事は{さっぱり/一向に}進まない。[改] 

 

さっぱり／一切 

この問題は{さっぱり/一切}わからない。 

 

さっぱり／すかっと 

久しぶりに体を動かしたら気分が{さっぱり/すかっと}した。[作] 

 

さっぱり／少しも 

この問題は{さっぱり/少しも}わからない。 

薬を飲んでいるのに、{さっぱり/少しも}良くならない。 

 

さっぱり／すっかり 

友達との約束を{さっぱり/すっかり}忘れていた。[作] 

 

さっぱり／すっきり 

物を整理したら部屋が{さっぱり/すっきり}した。[作] 

シャワーで汗を流して{さっぱり/すっきり}した。[作] 

 

さっぱり／すっと 

言いたいことを言ったら気持ちが{さっぱり/すっと}した。[作] 

 

さっぱり／全然 

仕事は{さっぱり/全然}進まない。 

映画は{さっぱり/全然}おもしろくなかった。 

 

さっぱり／爽快 

久しぶりに体を動かしたら気分が{さっぱりした/爽快だった}。[作] 

 

さっぱり／てんで 

仕事は{さっぱり/てんで}進まない。 

小説を書いたのだが、どこの出版社も{さっぱり/てんで}相手にしてくれない。[作] 
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さっぱり／とんと 

仕事は{さっぱり/とんと}進まない。 

昔は活躍した選手も今では{さっぱり/とんと}忘れられてしまった。[作] 

 

さっぱり／何も 

この問題は{さっぱり/何も}わからない。 

 

さっぱり／全く 

仕事は{さっぱり/全く}進まない。 

あの人は{さっぱり/全く}反省していません。 

 

さっぱり／まるきり 

仕事は{さっぱり/まるきり}進まない。 

 

さっぱり／毛頭 

若い人の考えが{さっぱり/毛頭}わからない。[作] 

 

さっぱり／夢にも 

こんなすばらしい考えがあるなんて{さっぱり/夢にも}思いつかなかった。[作] 

 

さっぱり／ろくに 

仕事は{さっぱり/ろくに}進まない。 

 

諭す／しかる 

報告を怠った部下を{諭す/しかる}。[作] 

 

悟る／知る 

仏法の真理を{悟る/知る}。 

事の重大さを{悟る/知る}。 

 

悟る／分かる 

仏法の真理{を悟る/が分かる}。[改] 

十歳ぐらいになれば物{を悟る/がわかる}ようになる。[改] 

事の重大さ{を悟る/が分かる}。[改] 
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悟る／わきまえる 

世の中の理を{悟る/わきまえる}。[作] 

 

サボる／怠ける 

授業を{サボる/怠ける}。 

明日は試験だから{サボって/怠けて}いる暇はない。 

 

冷ます／冷やす 

「優勝でうれしいのはわかるけど、早くその興奮を{さまし/冷やし}なさい」 

焦るな。頭を{冷ま/冷や}せ。 

お湯を{冷まして/冷やして}から飲む。 

 

覚ます／目覚める 

目覚まし時計の音で{目を覚ました/目覚めた}。 

夜中に物音で{目を覚ました/目覚めた}。[改] 

 

妨げる／止める 

親は子どもの自然な成長を{妨げない/止めない}ように見守る。[作] 

 

冷める／冷え込む 

二人の愛情は{冷めて/冷え込んで}しまった。 

 

冷める／冷える 

二人の愛情は{冷めて/冷えて}しまった。 

あの二人の仲はすでに{冷めて/冷えて}いるらしい。 

「スープが{さめ/冷え}ないうちに召し上がって下さい」。 

日米の関係は、あの問題を機に{冷めて/冷えて}しまった。 

 

覚める／目覚める 

彼女のアドバイスで一時の迷いから{覚めた/目覚めた}。 

麻酔から{覚めた/目覚めた}。 

夜中に物音で{目が覚めた/目覚めた}。[改] 

 

さらう／すくう 

敵に足元を{さらわれる/すくわれる}。[作] 

 



118 

 

さらう／抜く 

財布を{さらわれた/抜かれた}。[作] 

 

さらう／盗む 

泥棒にお金や宝石を{さらわれた/盗まれた}。 

他人の作品からアイディアを{さらう/盗む}のは良くない。 

 

さらさら／さっと 

お茶漬けを{さらさら/さっと}流し込む。[作] 

 

ざらざら／ごわごわ 

この紙は{ざらざら/ごわごわ}している。[作] 

 

さらす／干す 

布団を日に{さらす/干す}とふかふかして気持ちがいい。[作] 

 

去る／帰る 

客が{去った/帰った}ら店を閉める。 

 

去る／立ち去る 

一礼して{去る/立ち去る}。 

 

騒ぐ／荒れ狂う 

税金の値上げに対して人々が{騒いで/荒れ狂って}いる。 

 

騒ぐ／はしゃぐ 

昨日はみんなで酒を飲んで{騒いで/はしゃいで}しまった。 

 

騒ぐ／ふざける 

最近はレストランで{騒ぐ/ふざける}子どもを叱らない親が多くなった。 

 

ざわざわ／うるさい 

ここは{ざわざわしている/うるさい}ので静かな場所に行って話そう。[作] 

 

ざわざわ／がちゃがちゃ 

待合室はいつも{ざわざわ/がちゃがちゃ}している。[作] 
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ざわざわ／騒がしい 

外が{ざわざわしている/騒がしい}ので、ベランダから見てみたら、近所が火事だった。[改] 

6823-???/6820-2 

世間が{ざわざわしている/騒がしい}。[改] 

 

ざわざわ／やかましい 

何かあったのか外が{ざわざわしている/やかましい}。[作] 

 

触る／接する 

肩が{触って/接して}喧嘩になった。[作] 

 

触る／近寄る 

彼女は、今、機嫌が悪いから{さわら/近寄ら}ないでおこう。 

「展示品には{さわら/近寄ら}ないでください」 

 

触る／触れ合う 

肩と肩が{触る/触れ合う}。[作] 

 

触る／触れる 

彼女は、今、機嫌が悪いから{さわら/触れ}ないでおこう。 

「展示品には{さわら/触れ}ないでください」 

足に草が{触った/触れた}。 

その問題は{触り/触れ}たくない。 

 

仕上がる／出来上がる 

セーターが{仕上がった/出来上がった}。 

 

仕上がる／出来る 

セーターが{仕上がった/出来た}。 

 

仕上げる／上げる 

一日で仕事を{仕上げた/上げた}。 

 

仕上げる／済ます 
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一日で仕事を{仕上げた/済ました}。 

宿題を{仕上げる/すます}。 

 

仕上げる／作り上げる 

この店は彼一代で{仕上げた/作り上げた}。 

みんなで力を合わせて一つの作品を{仕上げる/作り上げる}。[作] 

 

仕上げる／成し遂げる 

大きな仕事を{仕上げた/成し遂げた}後のビールがおいしい。[作] 

 

仕上げる／成す 

この店は彼一代で{仕上げた/成した}。 

大きな仕事を{仕上げた/成した}後のビールがおいしい。[作] 

 

仕上げる／やっつける 

一日で仕事を{仕上げた/やっつけた}。 

今日はこの宿題を{仕上げて/やっつけて}しまおう。 
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