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・『日本語のしくみ(5)』 に載せてある問いを，ここに集めました。

・解答は， 『日本語のしくみ(5)』 の ｢解答例｣ を見てください。

・※印の付いているものは，特に興味深いものです。

W１章

問Ｗ1- 1 聞き手に構造を再現してもらえれば，伝達は完了したといえますか。

※問W1- 2 市販の百科事典と個人百科事典の大きな違いは何ですか。

問W1- 3 ｢頭がいい｣という表現が，褒め言葉にも皮肉にもなるのはなぜですか。

W２章

※問W2- 1 本文法でいう｢格｣と，国語文法のいう｢格｣とは同じものですか。

問W2- 2 構造を作る３要素とは，実体と属性と何ですか。その機能は何ですか。

※問W2- 3 構造において，実体が何の格にもないということはありますか。

問W2- 4 他動詞があれば，必ず何がありますか。

問W2- 5 主格と目的格は他の格に比べて何が違いますか。

※問W2- 6 ｢運転者( )見た｣の( )の中に入る格詞は何ですか。

※問W2- 7 ｢捕まえた警官／男／学生」 各実詞の｢捕まえる｣に対する優先格は？

問W2- 8 ｢夜道を歩く｣の｢夜道｣は｢歩く｣の目的語ですか。

※問W2- 9 なぜ「同名格｣が生じるのですか。

※問W2-10 ｢で格｣の同名格はいくつぐらいありますか。

W３章

※問W3- 1 目的格を表す格詞はもともと何でしたか。

問W3- 2 ｢を｣は元来目的格を表す格詞でしたか。

※問W3- 3 現代語で｢を｣は目的格を表すと言ってよいでしょうか。

問W3- 4 上の図で○の中に入った｢＋を｣では，何を言おうとしていますか。

※問W3- 5 歴史的に，｢を｣が主格を表しているようにみえたことがありますか。

問W3- 6 主格を表す「が」はもともとあった格詞ですか。

問W3- 7 ｢薬を飲む人｣｢空を泳ぐ鯉のぼり｣の２つの｢を｣の違いは何ですか。

問W3- 8 ｢彼に薬を飲ませる｣｢彼に薬を飲まされる｣の｢に｣の違いは何ですか。

問W3- 9 格詞としての｢ヘ｣のおおもとの意味は何でしたか。

※問W3-10 格詞としての｢へ｣が生まれたときの，｢へ｣と｢に｣の違いは何でしたか。

問W3-11 ｢それはここへあります｣と言わないのはなぜだと思いますか。

※問W3-12 「いい匂いがする」「今にして思えば」の動詞の意味は何ですか。

※問W3-13 なぜ「駅でいる」という表現はおかしいのですか。

問W3-14 ｢に(し)て｣から格詞｢で｣が生まれました。｢に｣以外にも生まれましたか。

問W3-15 ｢私Ø１は妻と病魔と戦う｣｢私と妻が病魔と戦う｣の｢と｣は同じですか。
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※問W3-16 ｢駅へと向かう｣の表現にある，格詞の重複「へと」を説明してください。

※問W3-17 ｢(っ)つう(t)tu(w)-u ｣を新しい動詞とみることは可能ですか。
問W3-18 ｢お茶を飲みながら話をする｣の｢ながら｣について説明してください。

※問W3-19 「より格」には他の格と異なる性質があります。説明してください。

問W3-20 ｢駅へ歩く｣｢駅まで歩く｣の違いを説明してください。

問W3-21 ｢彼が来るまで待つ｣｢彼が来るまでに電話がある｣の違いは何？

問W3-22 ｢準格詞｣が｢基｣の形になっている，とはどういうことですか。

W４章

問W4- 1 「我が国」｢君が代｣の構造を示してください。

※問W4- 2 ｢ＡのＢ｣という形式の中にあるＡ，Ｂはどんな名詞ですか。

問W4- 3 ｢彼の本｣の「彼」はいくつぐらいの意味(あり方)がありますか。

※問W4- 4 ｢〈ＡのＢ〉とあったら，Ａの格を考えよ。」 この理由が説明できますか。

問W4- 5 ｢彼の出発｣ はどんな構造から出ていますか。

※問W4- 6 ｢パパの意地悪！｣ を説明してください。

問W4- 7 ｢大忙しの母でした。｣ の構造を示してください。

問W4- 8 ｢私の家｣「電車の入口」「北国の便り」の構造を示してください。

問W4- 9 ｢私の服／私の｣ ( ｢の[2]｣ と ｢の[3]｣ ) は，聞いて区別できますか｡

問W4-10 ｢これは私の服です。｣ (の[1]) を構造で示してください。

問W4-11 ｢これは 私の服／私の服／私の です。｣ (の[1]～の[3]) を構造で示して｡

※問W4-12 ｢これは 私の本／私の本／私の です。｣ を英語でどう表現しますか。

※問W4-13 実体としての「の」を動詞で修飾してください。

問W4-14 実体としての「の」を形容詞で修飾してください。

問W4-15 実体としての「の」を「な基」で修飾してください。

※問W4-16 「話すのは彼だ」「話すのはやめる」の「の」の違いは何ですか。

問W4-17 「あそこで休んだのがよかった。」の構造を示してください。

問W4-18 「彼が１人で来る」を「の包含実体」に入れて，文を作ってください。

問W4-19 「まえ」を包含実体とする文を作ってください。

※問W4-20 包含実体の「の」が，が格，で格，と格，より格に立つ例を考えて。

W５章

※問W5- 1 「健康を祈る」が「健康への祈り」になることを説明してください。

問W5- 2 「大学に進学する」が「大学への進学」になることを説明してください｡

※問W5- 3 「彼の無視」より「彼による無視」のほうが誤解がないのはなぜ？

問W5- 4 「彼が彼女を説得する」を「～による～の説得」の形にしてください。

※問W5- 5 「のに」では，「に格」が逆接的な状況の気持ちを表していますか。

問W5- 6 ｢試合するからには勝利をめざす。｣の構造を示してください。
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※問W5- 7 ある「の文」が，「原因」，「主張」，「実情」を表す例を考えてください。

※問Ｗ5- 8 ｢彼は子どもが優勝したんだ。｣ の構造を示してください。

問W5- 9 「学生の福岡から来たの」「ジャズのにぎやかなの」の構造は？

問W5-10 ｢いにしえを懐かしむの情，にわかに湧き起こりたり。｣ の構造は？

問W5-11 「自由の女神」は，ふつうは上のどの構造ですか。

※問W5-12 「静かな海」と「静かの海」は，同じことをいっていますか。

問Ｗ5-13 現代語では a-no のほうが普通ですが古語的な ka-no もあります。例は？
※問Ｗ5-14 「 r-母音-n 」が「 nn 」になる例を挙げてください。
※問W5-15 「彼女が写真を撮った」と「写真を撮ったのは彼女だ」の構造は。

問W5-16 「白い靴を買う」と「買うのは白い靴だ」の構造を示してください。

問W5-17 ｢彼は３時に話す｣「彼は３時まで話す」の「３時」を強調してください。

問W5-18 「彼は明日友人と飲む」の｢明日｣「友人」をそれぞれ強調してください。

W６章

問W6- 1 「[1]普通実体」のＡ～Ｆの実体とはどんなものですか。

問W6- 2 実体[５]は｢属性内蔵実体｣で，実体[６]は｢構造内蔵実体｣です。違いは何？

問W6- 3 ｢青｣という実体は実体[１]の使い方と，実体[７]の使い方がありますか。

※問W6- 4 「ひらひらと散る」を説明してください。

※問W6- 5 「山が美しいので写真に撮った」の「山」の格を説明してください。

※問W6- 6 「奥さん元気？」「彼，奥さんいるの？ 独身？」の「奥さん」の違いは？

問W6- 7 「来週は中国へ出張です。」の「来週」はどの普通実体ですか。

問W6- 8 「成人式に着たのは母のものです。」の「の」と「もの」の説明。

問W6- 9 「この話は，あながち否定できる。」という文がおかしい理由は？

※問W6-10 疑問実詞「いつ」は，なぜ答えなければならないのですか。

問W6-11 「いつ」と「いつか」の違いについて説明してください。

問W6-12 「いつもいる」の「いつも」の構造は「いつか」と似ていますか。

問W6-13 「苦みが効いている」の「苦み niga+mi 」について説明してください。
※問W6-14 ｢月見が丘｣「遠くの親類より近くの他人」の構造を示してください。

※問W6-15 ｢雨が降るそうです｣「雨が降りそうです」の下線部を説明してください。

問W6-16 「ここで辛いのを食べたのを覚えている」の２つの「の」の違いは？

問W6-17 「彼が来た理由を教えて」の「理由」を説明してください。

W７章

問W7- 1 ｢かすかに見えない｣と言うでしょうか。上の表のどこに当たりますか。

※問W7- 2 ｢はっきり分かる｣｢絶対分かる｣を否定にしたときの違いは何ですか。

問W7- 3 ｢とうてい｣という語は，肯否３で使うのですか。

※問W7- 4 ｢完全に分かる｣を否定すると，２つの意味になりますか。
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※問W7- 5 ｢幸い｣｢いささか」｢とわ｣｢すぐ｣｢めった｣の格表示と肯否はどの型ですか。

問W7- 6 「全員来ない」や「全員に会わない」の場合はどう考えればいいですか。

問W7- 7 ｢さほど｣はＧ型客体(p.100)ではないですか。

※問W7- 8 ｢ Ø1格｣と｢ Ø2格｣の違いは何ですか。

問W7- 9 ｢もっとたくさん｣の｢もっと｣は「たくさん」を修飾していますか。

問W7-10 国文法で，他の副詞や名詞を修飾する場合もあるというのはどの副詞？

※問W7-11 構造の上には「副詞」とよばれる要素はあるのですか。

・下の問いは，『日本語のしくみ(５)』 の最終ページの問いを再掲載したものです。

・解答例はありませんが，『日本語のしくみ(５)』 の指定箇所を読めば分かります。

1 考えたり，発話をしたり，人の話を理解したりするときに働く力は？ p.3

2 自分の脳内の個人百科事典の，個性的な特徴を挙げてください。 p.5

3 もし格がないと，どういうことになりますか。 p.8

4 無格と無格詞の違いは何ですか。 p.10

5 主格，目的格と他の格の違いは何ですか。 p.11

6 ｢彼が書いた本が出版された。」 この｢本｣を kak-の｢を格｣から｢に格｣に変えて。p.16
7 ｢あなた昨日吉屋寄って牛丼食べた？｣の名詞に格詞がなくてもよいのはなぜ。p.17

8 ｢彼に鍵を借りた｣ ｢彼に鍵を返した｣ ２つの｢に格｣は同じ格？なぜ同じ｢に｣？ p.18

9 格を分類する普遍的な法則はあるでしょうか。どう考えますか。 pp.19-20

10 「を格」が目的格だけを示すのでないのはなぜですか。 pp.22-27，pp.30-31

11 「が格」が主格を表すようになったのは，従属節内が先ですか，主文内ですか。p.28

12 「彼には(これが)持てない。」 「彼」 は動作主なのになぜ 「に格」 なのですか。p.33

13 格の 「へ」 「から」 「まで」 は，元来は名詞でしたか。 p.34，p.41，p.42

14 アルバムの写真に添えて，「公園で」 と 「公園にて」 のどちらを書きますか。 p.36

15 「これって，おいしいの？」 の 「って」 は格詞 「と」 と関係がありますか。 p.40

16 格を表さない 「まで」 もありますか。 p.43

17 国語文法に 「Ø１格」 「Ø２格」 の認識がないのはなぜですか。 p.44

18 「私たちにとってうれしい知らせが届いた。」 の下線部は格のようですか。 p.46

19 ｢の｣ の機能，の[1]，の[2]，の[3]，の[4]，の[5] について説明して。 pp.54-66

20 ｢『の』 は所有格を表す。｣ という言い方に含まれる２つの間違いは何ですか。 p.54

21 ｢家にいるより，学校に行きたい。｣ の格詞 ｢より｣ は動詞に付いていますか。p.64

22 ｢AのB｣ の形はなぜ誤解しやすいのでしょうか。 p.68

23「AがのB」 「AをのB」 「AにのB」 と言わない理由は何ですか。 p.69

24 ｢の｣ の９相とは何ですか。 W5章

25 文を名詞化するのは何のためですか。 p.74
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26 ｢普通実体｣の構造上の形式はどんなものですか。 p.86

27 ｢普通実体｣にA～Ｆがありますが，それぞれの特性を説明してください。pp.86-89

28 実体は形式から８種類に分けられますが，それぞれどんな形式ですか。 pp.84-96

29 動詞と形容詞の否定は，同じ否定詞で行いますか。 p.96

30 ｢否定１｣ と ｢否定２｣ の違いは何ですか。 p.98

31 格表示をする場合としない場合で，意味が変わる実体の例を挙げてください。p.99

32 肯定と否定での属性への関わり方で分類すると，客体は，何種類ですか。 p.100

33 実際使用において，Ｃ型客体はどんな問題がありそうですか。 p.100


