
活用　Ｂ　動詞項目

文法形 優先度 DGCナンバー 調査項目 語彙コード＋文法形コード 調査文 文法形コメント

＊＊ 1 書かない VL440+VC1 「手紙を書かない」と言うときの「書
かない」はどうですか。007それで
は、「書かない」はどうですか。P007

＊＊ 2 行かない VL437+VC1

＊＊ 3 研がない VL538+VC1

＊＊ 4 出さない VL564+VC1

＊＊ 5 待たない VL781+VC1 それでは、「しばらく待たないとだめ
だよ」と言うときの「待たないと」は
どうですか。P014

＊＊ 6 買わない VL801+VC1

＊＊ 7 言わない VL797+VC1

＊＊ 8 飛ばない VL893+VC1

＊＊ 9 飲まない VL929+VC1

＊＊ 10 取らない VL1014+VC1

＊＊ 11 見ない VL5+VC1 「朝はテレビを見ない」と言うときの
「見ない」はどうですか。011それで
は、「見ない」はどうですか。P003

＊＊ 12 起きない VL15+VC1 「８時になってもまだ起きない」と言
うときの「起きない」のところは，地
方によってオキネー・オキン・オキラ
ンなど，いろいろの言い方をします。
この土地ではどのように言いますか。
001「６時になってもまだ起きない」
と言うときの「起きない」のところ
は、地方によってオキナイ・オキン・
オキランなどいろいろの言い方をしま
す。この土地ではどのように言います
か。P001

＊＊ 13 蹴らない VL48+VC1 「足でボールを蹴らない」と言うとき
の「蹴らない」はどうですか。013

＊＊ 14 開けない VL54+VC1 「寒いから窓をあけない」と言うとき
の「あけない」はどうですか。006そ
れでは、「あけない」はどうですか。
P004

＊＊ 15 来ない VL400+VC1 「10時になってもまだ来ない」と言う
ときの「来ない」はどうですか。003
それでは、「来（こ）ない」はどうで
すか。P005

＊＊ 16 しない VL404+VC1 「仕事を頼んだのにまだしない」と言
うときの「しない」はどうですか。00
4それでは、「しない」はどうです
か。P006

＊＊ 17 しない(2) VL404+VC1 「故郷を愛シナイ」と言いますか、
「故郷を愛サナイ」と言いますか、そ
れとも別の言い方をしますか。　　＜
「愛シナイ」「愛サナイ」を使わない
と答えたとき＞では、「愛シナイ」と
「愛サナイ」とでは、どちらがより自
然な言い方と思いますか。P195

＊＊ 18 死なない VL433+VC1

否定

＊＊ 19 有らない VL434+VC1 それでは、「何もない」と言うときの
「ない」はどうですか。（「有る」の
否定形を求める。）P008

＊＊ 20 書きはしない VL440+VC2

＊＊ 21 行きはしない VL437+VC2

＊＊ 22 研ぎはしない VL538+VC2

＊＊ 23 出しはしない VL564+VC2

＊＊ 24 待ちはしない VL781+VC2

＊＊ 25 買いはしない VL801+VC2

＊＊ 26 言いはしない VL797+VC2

＊＊ 27 飛びはしない VL893+VC2

＊＊ 28 飲みはしない VL929+VC2

＊＊ 29 取りはしない VL1014+VC2

＊＊ 30 見はしない VL5+VC2

＊＊ 31 起きはしない VL15+VC2

＊＊ 32 蹴りはしない VL48+VC2

＊＊ 33 開けはしない VL54+VC2

否定・とりたて

＊＊ 34 来はしない VL400+VC2

＜カキャーシナ
イ・カキャーセ
ン・カカヘン・カ
キヘンなどの有無
＞
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活用　Ｂ　動詞項目

文法形 優先度 DGCナンバー 調査項目 語彙コード＋文法形コード 調査文 文法形コメント

＊＊ 35 しはしない VL404+VC2

＊＊ 36 死にはしない VL433+VC2

否定・とりたて

＊＊ 37 有りはしない VL434+VC2

＜カキャーシナ
イ・カキャーセ
ン・カカヘン・カ
キヘンなどの有無
＞

＊＊ 38 書く VL440+VC3 「手紙を書く」と言うときの「書く」
はどうですか。023それでは、「書
く」はどうですか。P027

＊＊ 39 行く VL437+VC3

＊＊ 40 研ぐ VL538+VC3

＊＊ 41 出す VL564+VC3

＊＊ 42 待つ VL781+VC3 それでは、「人を待つ」と言うときの
「待つ」はどうですか。P033

＊＊ 43 買う VL801+VC3

＊＊ 44 言う VL797+VC3

＊＊ 45 飛ぶ VL893+VC3

＊＊ 46 飲む VL929+VC3

＊＊ 47 取る VL1014+VC3

＊＊ 48 見る VL5+VC3 それでは、「見る」はどうですか。P0
23

＊＊ 49 起きる VL15+VC3 「朝早く起きる」と言うときの「起き
る」のところは、地方によって、オキ
ル・オクルなど、いろいろの言い方を
します。この土地ではどのように言い
ますか。016「朝早く起きる」と言う
ときの「起きる」のところは、地方に
よってオキル・オクルなどいろいろの
言い方をします。この土地ではどのよ
うに言いますか。P021

＊＊ 50 蹴る VL48+VC3

＊＊ 51 開ける VL54+VC3 「窓を開ける」と言うときの「開け
る」はどうですか。018それでは、
「あける」はどうですか。P024

＊＊ 52 来る VL400+VC3 「ここに来る」と言うときの「来る」
はどうですか。019それでは、「来
る」はどうですか。P025

＊＊ 53 する VL404+VC3 「一日中仕事をする」と言うときの
「する」はどうですか。020それで
は、「する」はどうですか。P026

＊＊ 54 する(2) VL404+VC3 「故郷を愛スル」と言いますか、「故
郷を愛ス」と言いますか、それとも別
の言い方をしますか。　　＜「愛ス
ル」「愛ス」を使わないと答えたとき
＞では、「愛スル」と「愛ス」とで
は、どちらがより自然な言い方と思い
ますか。P193

＊＊ 55 する(3) VL404+VC3 「寒さを感ズル」と言いますか、「寒
さを感ジル」と言いますか、それとも
別の言い方をしますか。　　＜「感ズ
ル」「感ジル」を使わないと答えたと
き＞では、「感ズル」と「感ジル」と
では、どちらがより自然な言い方と思
いますか。P196

＊＊ 56 する(4) VL404+VC3 「神や仏を信ズル」と言いますか、
「神や仏を信ジル」と言いますか、そ
れとも別の言い方をしますか。　　＜
「信ズル」「信ジル」を使わないと答
えたとき＞では、「信ズル」と「信ジ
ル」とでは、どちらがより自然な言い
方と思いますか。P198

＊＊ 57 死ぬ VL433+VC3 「蝉は10日で死ぬ」と言うときの「死
ぬ」はどうですか。027それでは、
「金魚が死ぬ」と言うときの「死ぬ」
はどうですか。P032

言い切り

＊＊ 58 有る VL434+VC3 それでは、「机が有る」と言うときの
「有る」はどうですか。P028

＊＊ 59 書く人 VL440+VC4 「手紙を筆で書く人」と言うときの
「書く人」のところはどのように言い
ますか。029それでは、「書く人」は
どうですか。P050

＊＊ 60 行く人 VL437+VC4

＊＊ 61 研ぐ人 VL538+VC4

＊＊ 62 出す人 VL564+VC4

＊＊ 63 待つ人 VL781+VC4

連体

＊＊ 64 買う人 VL801+VC4

＜時・事など他の
体言をつけてもよ
い＞
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活用　Ｂ　動詞項目

文法形 優先度 DGCナンバー 調査項目 語彙コード＋文法形コード 調査文 文法形コメント

＊＊ 65 言う人 VL797+VC4

＊＊ 66 飛ぶ人 VL893+VC4

＊＊ 67 飲む人 VL929+VC4

＊＊ 68 取る人 VL1014+VC4

＊＊ 69 見る人 VL5+VC4 それでは、「見る人」はどうですか。
P046

＊＊ 70 起きる人 VL15+VC4 「早く起きる人」と言うときの「起き
る人」のところは、地方によってオキ
ルヒト・オクルヒトなどいろいろの言
い方をします。この土地ではどのよう
に言いますか。P044

＊＊ 71 蹴る人 VL48+VC4

＊＊ 72 開ける人 VL54+VC4 それでは、「あける人」はどうです
か。P047

＊＊ 73 来る人 VL400+VC4 それでは、「来る人」はどうですか。
P048

＊＊ 74 する人 VL404+VC4 それでは、「する人」はどうですか。
P049

＊＊ 75 死ぬ人 VL433+VC4 それでは、「病気で死ぬ鳥」と言うと
きの「死ぬ鳥」はどうですか。P053

連体

＊＊ 76 有る人 VL434+VC4 それでは、「金が有る人」と言うとき
の「有る人」はどうですか。P052

＜時・事など他の
体言をつけてもよ
い＞

＊＊ 77 書け VL440+VC5 それでは、「書け」はどうですか。P0
66

＊＊ 78 行け VL437+VC5

＊＊ 79 研げ VL538+VC5

＊＊ 80 出せ VL564+VC5

＊＊ 81 待て VL781+VC5

＊＊ 82 買え VL801+VC5

＊＊ 83 言え VL797+VC5

＊＊ 84 飛べ VL893+VC5

＊＊ 85 飲め VL929+VC5

＊＊ 86 取れ VL1014+VC5

＊＊ 87 見ろ VL5+VC5 「あれを見ろ」と言うときの「見ろ」
はどうですか。035それでは、「見
ろ」はどうですか。P062

＊＊ 88 起きろ VL15+VC5 「ぐずぐずしないで早く起きろ」と言
うときの「起きろ」のところは、地方
によって、オキロ・オキレ・オキヨな
ど、いろいろの言い方をします。この
土地ではどのように言いますか。032
「早く起きろ」と言うときの「起き
ろ」のところは、地方によってオキ
ロ・オキー・オキヨなどいろいろの言
い方をします。この土地ではどのよう
に言いますか。P060

＊＊ 89 蹴れ VL48+VC5 「足でボールを蹴れ」と言うときの
「蹴れ」はどうですか。037それで
は、「早く蹴れ」と言うときの「蹴
れ」はどうですか。P068

＊＊ 90 開けろ VL54+VC5 「窓を開けろ」と言うときの「開け
ろ」はどうですか。034それでは、
「あけろ」はどうですか。P063

＊＊ 91 来い VL400+VC5 「ここに来い」と言うときの「来い」
はどうですか。036それでは、「来
（こ）い」はどうですか。P064

＊＊ 92 しろ VL404+VC5 「ぐずぐずしないで早くしろ」と言う
ときの「しろ」はどうですか。033そ
れでは、「早くしろ」と言うときの
「しろ」はどうですか。P065

＊＊ 93 死ね VL433+VC5

命令

＊＊ 94 有れ VL434+VC5 （有れ）＜「有る」の命令形が存在す
れば記入する。＞P067

＜カキナサイなど
の形が出た時は命
令形の有無を確か
める＞

＊＊ 95 書いた VL440+VC6 「手紙を書いた」と言うときの「書い
た」はどうですか。041それでは、
「書いた」はどうですか。P081

＊＊ 96 行った VL437+VC6 「きのう学校に行った」と言うときの
「行った」はどうですか。046それで
は、「役場に行った」と言うときの
「行った」はどうですか。P087

過去の「た」へ
の接続

＊＊ 97 研いだ VL538+VC6 「包丁を研いだ」と言うときの「飛ん
だ」はどうですか。045
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活用　Ｂ　動詞項目

文法形 優先度 DGCナンバー 調査項目 語彙コード＋文法形コード 調査文 文法形コメント

＊＊ 98 出した VL564+VC6 「きのう手紙を出した」と言うときの
「出した」のところは、地方によっ
て、ダシタ・ダイタなど、いろいろの
言い方をします。この地方ではどのよ
うに言いますか。040「手紙を出し
た」と言うときの「出した」のところ
は、地方によってダシタ・ダイタなど
いろいろの言い方をします。この土地
ではどのように言いますか。P074

＊＊ 99 待った VL781+VC6 それでは、「ずいぶん待った」と言う
ときの「待った」はどうですか。P096

＊＊ 100 買った VL801+VC6 「１個100円のりんごを買った」と言
うときの「買った」はどうですか。05
1

＊＊ 101 言った VL797+VC6

＊＊ 102 飛んだ VL893+VC6 「飛行機が飛んだ」と言うときの「飛
んだ」はどうですか。044それでは、
「空を飛んだ」と言うときの「飛ん
だ」はどうですか。P086

＊＊ 103 飲んだ VL929+VC6 「酒を飲んだ」と言うときの「飲ん
だ」はどうですか。043それでは、
「酒を飲んだ」と言うときの「飲ん
だ」はどうですか。P085

＊＊ 104 取った VL1014+VC6

＊＊ 105 見た VL5+VC6 それでは、「見た」はどうですか。P0
77

＊＊ 106 起きた VL15+VC6 それでは、「６時に起きた」と言うと
きの「起きた」はどうですか。P075

＊＊ 107 蹴った VL48+VC6 「足でボールを蹴った」と言うときの
「蹴った」はどうですか。047それで
は、「足でボールを蹴った」と言うと
きの「蹴った」はどうですか。P090

＊＊ 108 開けた VL54+VC6 それでは、「あけた」はどうですか。
P078

＊＊ 109 来た VL400+VC6 それでは、「来た」はどうですか。P0
79

＊＊ 110 した VL404+VC6 それでは、「仕事を早くした」と言う
ときの「早くした」はどうですか。P0
80

＊＊ 111 死んだ VL433+VC6 それでは、「金魚が死んだ」と言うと
きの「死んだ」はどうですか。P088

過去の「た」へ
の接続

＊＊ 112 有った VL434+VC6 それでは、「金が有った」と言うとき
の「有った」はどうですか。P095

＊＊ 113 書きはじめる VL440+VC7 それでは、「書きはじめる」はどうで
すか。P110

＊＊ 114 行きはじめる VL437+VC7

＊＊ 115 研ぎはじめる VL538+VC7

＊＊ 116 出しはじめる VL564+VC7

＊＊ 117 待ちはじめる VL781+VC7

＊＊ 118 買いはじめる VL801+VC7

＊＊ 119 言いはじめる VL797+VC7

＊＊ 120 飛びはじめる VL893+VC7

＊＊ 121 飲みはじめる VL929+VC7

＊＊ 122 取りはじめる VL1014+VC7

＊＊ 123 見はじめる VL5+VC7 それでは、「見はじめる」はどうです
か。P106

＊＊ 124 起きはじめる VL15+VC7 「子どもたちが起きはじめる」と言う
ときの「起きはじめる」のところはど
のように言いますか。（１０４ー１１
７「～ハジメル」の形がない場合には
「～ソメル」、「～ダス」などでも
可。）P104

＊＊ 125 蹴りはじめる VL48+VC7

＊＊ 126 開けはじめる VL54+VC7 それでは、「あけはじめる」はどうで
すか。P107

＊＊ 127 来はじめる VL400+VC7 それでは、「客が来はじめる」と言う
ときの「来はじめる」はどうですか。
P108

＊＊ 128 しはじめる VL404+VC7 それでは、「仕事を一番にしはじめ
る」と言うときの「しはじめる」はど
うですか。P109

＊＊ 129 死にはじめる VL433+VC7

開始

＊＊ 130 有りはじめる VL434+VC7 （有りはじめる）＜「有りはじめる」
の形が存在すれば記入する。＞P111
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活用　Ｂ　動詞項目

文法形 優先度 DGCナンバー 調査項目 語彙コード＋文法形コード 調査文 文法形コメント

＊＊ 131 書こう VL440+VC8 「手紙を書こう」とつぶやくときの
「書こう」はどうですか。065それで
は、「書こう」はどうですか。P129

＊＊ 132 行こう VL437+VC8

＊＊ 133 研ごう VL538+VC8

＊＊ 134 出そう VL564+VC8

＊＊ 135 待とう VL781+VC8

＊＊ 136 買おう VL801+VC8

＊＊ 137 言おう VL797+VC8

＊＊ 138 飛ぼう VL893+VC8

＊＊ 139 飲もう VL929+VC8

＊＊ 140 取ろう VL1014+VC8

＊＊ 141 見よう VL5+VC8 それでは、「見よう」はどうですか。
P125

＊＊ 142 起きよう VL15+VC8 自分自身で「あしたは早く起きよう」
とつぶやくときの「起きよう」のとこ
ろはどのように言いますか。060自分
自身で「早く起きよう」と自分の気持
を心の中でつぶやくときの「起きよ
う」のところは、地方によってオキヨ
ー・オキルベー・オキズなどいろいろ
の言い方をします。この土地ではどの
ように言いますか。P123

＊＊ 143 蹴ろう VL48+VC8

＊＊ 144 開けよう VL54+VC8 「窓を開けよう」とつぶやくときの
「開けよう」はどうですか。063それ
では、「あけよう」はどうですか。P1
26

＊＊ 145 来よう VL400+VC8 「あしたもここに来よう」とつぶやく
ときの「来よう」はどうですか。064
それでは、「来（こ）よう」はどうで
すか。P127

＊＊ 146 しよう VL404+VC8 「早くしよう」とつぶやくときの「し
よう」はどうですか。062それでは、
「早くしよう」と言うときの「しよ
う」はどうですか。P128

＊＊ 147 死のう VL433+VC8

意思

＊＊ 148 有ろう VL434+VC8

＊＊ 149 書くだろう VL440+VC9 「あいつはたぶん手紙を書くだろう」
と言うときの「書くだろう」のところ
は、土地によって、カクダロー・カク
ベーなど、いろいろの言い方をしま
す。この土地ではどのように言います
か。067それでは、「書くだろう」は
どうですか。P138

＊＊ 150 行くだろう VL437+VC9

＊＊ 151 研ぐだろう VL538+VC9

＊＊ 152 出すだろう VL564+VC9

＊＊ 153 待つだろう VL781+VC9

＊＊ 154 買うだろう VL801+VC9

＊＊ 155 言うだろう VL797+VC9

＊＊ 156 飛ぶだろう VL893+VC9

＊＊ 157 飲むだろう VL929+VC9

＊＊ 158 取るだろう VL1014+VC9

＊＊ 159 見るだろう VL5+VC9 それでは、「見るだろう」はどうです
か。P134

＊＊ 160 起きるだろう VL15+VC9 「たぶん起きるだろう」と言うときの
「起きるだろう」のところは、地方に
よってオキルダロー・オキルベー・オ
キルズラなどいろいろの言い方をしま
す。この土地ではどのように言います
か。P132

＊＊ 161 蹴るだろう VL48+VC9

＊＊ 162 開けるだろう VL54+VC9 それでは、「あけるだろう」はどうで
すか。P135

推量1

＊＊ 163 来るだろう VL400+VC9 「あいつは、あした、たぶん来るだろ
う」と言うときの「来るだろう」はど
うですか。068それでは、「来るだろ
う」はどうですか。P136
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活用　Ｂ　動詞項目

文法形 優先度 DGCナンバー 調査項目 語彙コード＋文法形コード 調査文 文法形コメント

＊＊ 164 するだろう VL404+VC9 「あいつは、たぶんその仕事をするだ
ろう」と言うときの「するだろう」の
ところはどのように言いますか。069
それでは、「仕事をいつかするだろ
う」と言うときの「するだろう」はど
うですか。P137

＊＊ 165 死ぬだろう VL433+VC9

推量1

＊＊ 166 有るだろう VL434+VC9

＊＊ 167 書かれる VL440+VC10 「悪いことをすると新聞に書かれる」
と言うときの「書かれる」はどうです
か。025

＊＊ 168 行かれる VL437+VC10

＊＊ 169 研がれる VL538+VC10

＊＊ 170 出される VL564+VC10

＊＊ 171 待たれる VL781+VC10

＊＊ 172 買われる VL801+VC10

＊＊ 173 言われる VL797+VC10

＊＊ 174 飛ばれる VL893+VC10 「頭の上を飛行機に飛ばれるとうるさ
い」と言うときの「飛ばれる」はどう
ですか。

＊＊ 175 飲まれる VL929+VC10

＊＊ 176 取られる VL1014+VC10

＊＊ 177 見られる VL5+VC10 それでは、「見られる」はどうです
か。P148

＊＊ 178 起きられる VL15+VC10 「孫にさきに起きられる」と言うとき
の「起きられる」のところを、この土
地ではどのように言いますか。P146
「早く起きられると困る」と言うとき
の「起きられる」はどうですか。

＊＊ 179 蹴られる VL48+VC10

＊＊ 180 開けられる VL54+VC10 それでは、「あけられる」はどうです
か。P149

＊＊ 181 来られる VL400+VC10 「留守のときに来られると困る」と言
うときの「来られる」のところはどの
ように言いますか。072それでは、
「来（こ）られる」はどうですか。P1
50

＊＊ 182 される VL404+VC10 「壁に落書きをされる」と言うときの
「される」はどうですか。073それで
は、「される」はどうですか。P151

＊＊ 183 死なれる VL433+VC10

受身

＊＊ 184 有られる VL434+VC10

＊＊ 185 書かせる VL440+VC11 「無理に手紙を書かせる」と言うとき
の「書かせる」はどうですか。024

＊＊ 186 行かせる VL437+VC11

＊＊ 187 研がせる VL538+VC11

＊＊ 188 出させる VL564+VC11

＊＊ 189 待たせる VL781+VC11

＊＊ 190 買わせる VL801+VC11

＊＊ 191 言わせる VL797+VC11

＊＊ 192 飛ばせる VL893+VC11 「飛行機を飛ばせる」と言うときの
「飛ばせる」はどうですか。（共通語
では「飛ばす」が一般的。）

＊＊ 193 飲ませる VL929+VC11

＊＊ 194 取らせる VL1014+VC11

＊＊ 195 見させる VL5+VC11 それでは、「見させる」はどうです
か。　　（「ミセル」はとらない。）
P155

＊＊ 196 起きさせる VL15+VC11 「孫を、朝早く起きさせる」と言うと
きの「起きさせる」のところは、地方
によってオキサセル・オキラセル・オ
キサスなどいろいろの言い方をしま
す。この土地ではどのように言います
か。　（「オコス」はとらない。）P1
53

＊＊ 197 蹴らせる VL48+VC11

使役

＊＊ 198 開けさせる VL54+VC11 「孫に窓を開けさせる」と言うときの
「開けさせる」はどうですか。077そ
れでは、「あけさせる」はどうです
か。P156
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活用　Ｂ　動詞項目

文法形 優先度 DGCナンバー 調査項目 語彙コード＋文法形コード 調査文 文法形コメント

＊＊ 199 来させる VL400+VC11 「孫を無理に来させる」と言うときの
「来させる」はどうですか。076それ
では、「来（こ）させる」はどうです
か。P157

＊＊ 200 させる VL404+VC11 「孫に庭の掃除をさせる」と言うとき
の「させる」のところをどのように言
いますか。075それでは、「させる」
はどうですか。P158

＊＊ 201 死なせる VL433+VC11

使役

＊＊ 202 有らせる VL434+VC11

＊＊ 203 書かせられる
（書かされる）

VL440+VC12 「無理に手紙を書かせられる」と言う
ときの「書かせられる」はどうです
か。074それでは、「書かせられる」
はどうですか。P152

＊＊ 204 行かせられる VL437+VC12

＊＊ 205 研がせられる
（研がされる）

VL538+VC12

＊＊ 206 出させられる
（出さされる）

VL564+VC12

＊＊ 207 待たせられる VL781+VC12

＊＊ 208 買わせられる
（買わされる）

VL801+VC12

＊＊ 209 言わせられる
（言わされる）

VL797+VC12

＊＊ 210 飛ばせられる
（飛ばされる）

VL893+VC12

＊＊ 211 飲ませられる
（飲まされる）

VL929+VC12

＊＊ 212 取らせられる
（取らされる）

VL1014+VC12

＊＊ 213 見させられる VL5+VC12

＊＊ 214 起きさせられる VL15+VC12 （共通語では「起こされる」（「起こ
す」の受身形）を用いるのが一般
的。）

＊＊ 215 蹴らせられる
（蹴らされる）

VL48+VC12

＊＊ 216 開けさせられる VL54+VC12

＊＊ 217 来させられる VL400+VC12

＊＊ 218 させられる VL404+VC12

＊＊ 219 死なせられる
（死なされる）

VL433+VC12

使役・受身

＊＊ 220 有らせられる VL434+VC12

＊＊ 221 書けば VL440+VC13 「きのう手紙を書けば良かった」と言
うときの「書けば」はどうですか。08
1

＊＊ 222 行けば VL437+VC13

＊＊ 223 研げば VL538+VC13

＊＊ 224 出せば VL564+VC13

＊＊ 225 待てば VL781+VC13 それでは、「待てば」はどうですか。
P185

＊＊ 226 買えば VL801+VC13

＊＊ 227 言えば VL797+VC13

＊＊ 228 飛べば VL893+VC13

＊＊ 229 飲めば VL929+VC13

＊＊ 230 取れば VL1014+VC13

仮定1

＊＊ 231 見れば VL5+VC13 それでは、「見れば」はどうですか。
P175

＜インクで書けば
なかなか消えな
い・明日までに書
けば間に合う、な
どいろいろな文例
で調査しても「カ
イタラ」「カク
ト」「カクナラ」
など別形しか出な
い時は仮定形「～
バ」の形の有無を
確かめる
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活用　Ｂ　動詞項目

文法形 優先度 DGCナンバー 調査項目 語彙コード＋文法形コード 調査文 文法形コメント

＊＊ 232 起きれば VL15+VC13 「もっと早く起きれば良かった」と言
うときの「起きれば」のところはどの
ように言いますか。078「もっと早く
起きれば良かった」と言うときの「起
きれば」のところは、地方によってオ
キレバ・オクレバなどいろいろの言い
方をします。この土地ではどのように
言いますか。P173

＊＊ 233 蹴れば VL48+VC13

＊＊ 234 開ければ VL54+VC13 それでは、「あければ」はどうです
か。P176

＊＊ 235 来れば VL400+VC13 「もっと早く来れば良かった」と言う
ときの「来れば」はどうですか。079
それでは、「来れば」はどうですか。
P177

＊＊ 236 すれば VL404+VC13 「早くすれば良かった」と言うときの
「すれば」はどうですか。080それで
は、「早くすれば良かった」と言うと
きの「すれば」はどうですか。P178

＊＊ 237 すれば(2) VL404+VC13 「故郷を愛スレバこそ」と言います
か、「故郷を愛セバこそ」と言います
か、それとも別の言い方をしますか。
　　＜「愛スレバ」「愛セバ」を使わ
ないと答えたとき＞では、「愛スレ
バ」と「愛セバ」とでは、どちらがよ
り自然な言い方と思いますか。P194

＊＊ 238 すれば(3) VL404+VC13 「寒さを感ズレバ」と言いますか、
「寒さを感ジレバ」と言いますか、そ
れとも別の言い方をしますか。　　＜
「感ズレバ」「感ジレバ」を使わない
と答えたとき＞では、「感ズレバ」と
「感ジレバ」とでは、どちらがより自
然な言い方と思いますか。P197

＊＊ 239 すれば(4) VL404+VC13 「神や仏を信ズレバ」と言いますか、
「神や仏を信ジレバ」と言いますか、
それとも別の言い方をしますか。　　
＜「信ズレバ」「信ジレバ」を使わな
いと答えたとき＞では、「信ズレバ」
と「信ジレバ」とでは、どちらがより
自然な言い方と思いますか。P199

＊＊ 240 死ねば VL433+VC13 それでは、「死ねば」はどうですか。
083それでは、「死ねば」はどうです
か。P184

仮定1

＊＊ 241 有れば VL434+VC13 それでは、「有れば」はどうですか。
P179

＜インクで書けば
なかなか消えな
い・明日までに書
けば間に合う、な
どいろいろな文例
で調査しても「カ
イタラ」「カク
ト」「カクナラ」
など別形しか出な
い時は仮定形「～
バ」の形の有無を
確かめる

＊＊ 242 書くなら VL440+VC14 「手紙を書くなら、字をきれいに書い
てくれ」と言うときの「書くなら」は
どうですか。088それでは、「書くな
ら」はどうですか。P165

＊＊ 243 行くなら VL437+VC14

＊＊ 244 研ぐなら VL538+VC14

＊＊ 245 出すなら VL564+VC14

＊＊ 246 待つなら VL781+VC14

＊＊ 247 買うなら VL801+VC14

＊＊ 248 言うなら VL797+VC14

＊＊ 249 飛ぶなら VL893+VC14

＊＊ 250 飲むなら VL929+VC14

＊＊ 251 取るなら VL1014+VC14

＊＊ 252 見るなら VL5+VC14 それでは、「見るなら」はどうです
か。P161

＊＊ 253 起きるなら VL15+VC14 「さきに起きるなら、飯を作っておい
てくれ」と言うときの「起きるなら」
のところは、地方によって、オキルナ
ラ・オキラバ・オキルンヤッタラな
ど、いろいろの言い方をします。この
土地ではどのように言いますか。085
「さきに起きるなら、飯を作っておい
てほしい」と言うときの「起きるな
ら」のところは、地方によってオキル
ナラ・オキルナラバ・オキラバなどい
ろいろの言い方をします。この土地で
はどのように言いますか。P159

＊＊ 254 蹴るなら VL48+VC14

仮定2

＊＊ 255 開けるなら VL54+VC14 それでは、「あけるなら」はどうです
か。P162
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活用　Ｂ　動詞項目

文法形 優先度 DGCナンバー 調査項目 語彙コード＋文法形コード 調査文 文法形コメント

＊＊ 256 来るなら VL400+VC14 「家に来るなら、電話をしてから来て
くれ」と言うときの「来るなら」はど
うですか。086それでは、「来るな
ら」はどうですか。P163

＊＊ 257 するなら VL404+VC14 「するなら早くしてくれ」と言うとき
の「するなら」はどうですか。087そ
れでは、「するなら早くしてほしい」
と言うときの「するなら」はどうです
か。P164

＊＊ 258 死ぬなら VL433+VC14

仮定2

＊＊ 259 有るなら VL434+VC14 それでは、「有るなら」はどうです
か。P166

＊ 260 書きそうだ VL440+VC15

＊ 261 行きそうだ VL437+VC15

＊ 262 研ぎそうだ VL538+VC15

＊ 263 出しそうだ VL564+VC15

＊ 264 待ちそうだ VL781+VC15

＊ 265 買いそうだ VL801+VC15

＊ 266 言いそうだ VL797+VC15

＊ 267 飛びそうだ VL893+VC15

＊ 268 飲みそうだ VL929+VC15

＊ 269 取りそうだ VL1014+VC15

＊ 270 見そうだ VL5+VC15

＊ 271 起きそうだ VL15+VC15

＊ 272 蹴りそうだ VL48+VC15

＊ 273 開けそうだ VL54+VC15

＊ 274 来そうだ VL400+VC15

＊ 275 しそうだ VL404+VC15

＊ 276 死にそうだ VL433+VC15

将然

＊ 277 有りそうだ VL434+VC15

＜今にも書きそう
だ＞

＊ 278 書いている VL440+VC16

＊ 279 行っている VL437+VC16

＊ 280 研いでいる VL538+VC16

＊ 281 出している VL564+VC16

＊ 282 待っている VL781+VC16

＊ 283 買っている VL801+VC16

＊ 284 言っている VL797+VC16

＊ 285 飛んでいる VL893+VC16

＊ 286 飲んでいる VL929+VC16

＊ 287 取っている VL1014+VC16

＊ 288 見ている VL5+VC16

＊ 289 起きている VL15+VC16

＊ 290 蹴っている VL48+VC16

＊ 291 開けている VL54+VC16

＊ 292 来ている VL400+VC16

＊ 293 している VL404+VC16

＊ 294 死んでいる VL433+VC16

進行

＊ 295 有っている VL434+VC16

＜～しつつについ
ても調べる＞

＊ 296 書いてある VL440+VC17

＊ 297 行ってある VL437+VC17

＊ 298 研いである VL538+VC17

＊ 299 出してある VL564+VC17

＊ 300 待ってある VL781+VC17

＊ 301 買ってある VL801+VC17

＊ 302 言ってある VL797+VC17

存在・結果

＊ 303 飛んである VL893+VC17
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活用　Ｂ　動詞項目

文法形 優先度 DGCナンバー 調査項目 語彙コード＋文法形コード 調査文 文法形コメント

＊ 304 飲んである VL929+VC17 「薬はちゃんと飲んである」と言うと
きの「飲んである」はどうですか。

＊ 305 取ってある VL1014+VC17 「席は取ってある」と言うときの「取
ってある」はどうですか。

＊ 306 見てある VL5+VC17

＊ 307 起きてある VL15+VC17

＊ 308 蹴ってある VL48+VC17

＊ 309 開けてある VL54+VC17

＊ 310 来てある VL400+VC17

＊ 311 してある VL404+VC17

＊ 312 死んである VL433+VC17

存在・結果

＊ 313 有ってある VL434+VC17

＊ 314 書いてあった VL440+VC18

＊ 315 行ってあった VL437+VC18

＊ 316 研いであっった VL538+VC18

＊ 317 出してあった VL564+VC18

＊ 318 待ってあった VL781+VC18

＊ 319 買ってあった VL801+VC18

＊ 320 言ってあった VL797+VC18

＊ 321 飛んであった VL893+VC18

＊ 322 飲んであった VL929+VC18

＊ 323 取ってあった VL1014+VC18

＊ 324 見てあった VL5+VC18

＊ 325 起きてあった VL15+VC18

＊ 326 蹴ってあった VL48+VC18

＊ 327 開けてあった VL54+VC18

＊ 328 来てあった VL400+VC18

＊ 329 してあった VL404+VC18

＊ 330 死んであった VL433+VC18

存在・過去

＊ 331 有ってあった VL434+VC18

＊ 332 書いてしまう VL440+VC19

＊ 333 行ってしまう VL437+VC19

＊ 334 研いでしまう VL538+VC19

＊ 335 出してしまう VL564+VC19

＊ 336 待ってしまう VL781+VC19

＊ 337 買ってしまう VL801+VC19

＊ 338 言ってしまう VL797+VC19

＊ 339 飛んでしまう VL893+VC19

＊ 340 飲んでしまう VL929+VC19

＊ 341 取ってしまう VL1014+VC19

＊ 342 見てしまう VL5+VC19

＊ 343 起きてしまう VL15+VC19

＊ 344 蹴ってしまう VL48+VC19

＊ 345 開けてしまう VL54+VC19

＊ 346 来てしまう VL400+VC19

＊ 347 してしまう VL404+VC19

＊ 348 死んでしまう VL433+VC19

完了

＊ 349 有ってしまう VL434+VC19

＊ 350 書いただろう VL440+VC20

＊ 351 行っただろう VL437+VC20

＊ 352 研いだだろう VL538+VC20

＊ 353 出しただろう VL564+VC20

過去・推量

＊ 354 待っただろう VL781+VC20
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活用　Ｂ　動詞項目

文法形 優先度 DGCナンバー 調査項目 語彙コード＋文法形コード 調査文 文法形コメント

＊ 355 買っただろう VL801+VC20

＊ 356 言っただろう VL797+VC20

＊ 357 飛んだだろう VL893+VC20

＊ 358 飲んだだろう VL929+VC20

＊ 359 取っただろう VL1014+VC20

＊ 360 見ただろう VL5+VC20

＊ 361 起きただろう VL15+VC20

＊ 362 蹴っただろう VL48+VC20

＊ 363 開けただろう VL54+VC20

＊ 364 来ただろう VL400+VC20

＊ 365 しただろう VL404+VC20

＊ 366 死んだだろう VL433+VC20

過去・推量

＊ 367 有っただろう VL434+VC20

＊ 368 書くな VL440+VC21

＊ 369 行くな VL437+VC21

＊ 370 研ぐな VL538+VC21

＊ 371 出すな VL564+VC21

＊ 372 待つな VL781+VC21

＊ 373 買うな VL801+VC21

＊ 374 言うな VL797+VC21

＊ 375 飛ぶな VL893+VC21

＊ 376 飲むな VL929+VC21

＊ 377 取るな VL1014+VC21

＊ 378 見るな VL5+VC21

＊ 379 起きるな VL15+VC21

＊ 380 蹴るな VL48+VC21

＊ 381 開けるな VL54+VC21

＊ 382 来るな VL400+VC21

＊ 383 するな VL404+VC21

＊ 384 死ぬな VL433+VC21

禁止

＊ 385 有るな VL434+VC21

＊ 386 書ける VL440+VC22

＊ 387 行ける VL437+VC22

＊ 388 研げる VL538+VC22

＊ 389 出せる VL564+VC22

＊ 390 待てる VL781+VC22

＊ 391 買える VL801+VC22

＊ 392 言える VL797+VC22

＊ 393 飛べる VL893+VC22

＊ 394 飲める VL929+VC22

＊ 395 取れる VL1014+VC22

＊ 396 見られる VL5+VC22

＊ 397 起きられる VL15+VC22

＊ 398 蹴れる VL48+VC22

＊ 399 開けられる VL54+VC22

＊ 400 来られる VL400+VC22

＊ 401 することができ
る

VL404+VC22 （「する」の可能表現。共通語では単
に「できる」と言うのが一般的。例：
仕事ができる。）

＊ 402 死ねる VL433+VC22

可能

＊ 403 有ることができ
る

VL434+VC22 （「ある」の可能表現。共通語では
「有りうる」が一般的か。）

＜カカレル・カク
ニイー・カキキ
ル・カキエルな
ど、状況可能・能
力可能、その他可
能形全般を調べて
おく。カケルのよ
うな可能動詞しか
用いない場合はそ
の旨を記述する＞

- 11 -



活用　Ｂ　動詞項目

文法形 優先度 DGCナンバー 調査項目 語彙コード＋文法形コード 調査文 文法形コメント

＊ 404 書けない VL440+VC23

＊ 405 行けない VL437+VC23

＊ 406 研げない VL538+VC23

＊ 407 出せない VL564+VC23

＊ 408 待てない VL781+VC23

＊ 409 買えない VL801+VC23

＊ 410 言えない VL797+VC23

＊ 411 飛べない VL893+VC23

＊ 412 飲めない VL929+VC23

＊ 413 取れない VL1014+VC23

＊ 414 見られない VL5+VC23

＊ 415 起きられない VL15+VC23

＊ 416 蹴られない VL48+VC23

＊ 417 開けられない VL54+VC23

＊ 418 来られない VL400+VC23

＊ 419 されない VL404+VC23

＊ 420 死なれない VL433+VC23

不可能

＊ 421 有られない VL434+VC23

＜可能動詞・能力
可能・状況可能な
どに気を付ける＞

＊ 422 書き VL440+VC24

＊ 423 行き VL437+VC24

＊ 424 研ぎ VL538+VC24

＊ 425 出し VL564+VC24

＊ 426 待ち VL781+VC24

＊ 427 買い VL801+VC24

＊ 428 言い VL797+VC24

＊ 429 飛び VL893+VC24

＊ 430 飲み VL929+VC24

＊ 431 取り VL1014+VC24

＊ 432 見 VL5+VC24

＊ 433 起き VL15+VC24

＊ 434 蹴り VL48+VC24

＊ 435 開け VL54+VC24

＊ 436 来 VL400+VC24

＊ 437 し VL404+VC24

＊ 438 死に VL433+VC24

中止法

＊ 439 有り VL434+VC24

＜手紙を書き、本
を読む＞

＊＊ 440 高くない AL01+AC1 「この品物の値段はあまり高くない」
と言うときの「高くない」はどうです
か。014それでは、「この山は高くな
い」と言うときの「高くない」はどう
ですか。P015

否定

＊＊ 441 珍しくない AL02+AC1 それでは、「めずらしくない」はどう
ですか。P016

＊＊ 442 高い AL01+AC2 それでは、「山が高い」と言うときの
「高い」はどうですか。P037

言い切り

＊＊ 443 珍しい AL02+AC2 それでは、「めずらしい」はどうです
か。P038

＊＊ 444 高い物 AL01+AC3 「店で、高い物を買う」と言うときの
「高い物」はどうですか。030それで
は、「高い山」はどうですか。P054

連体

＊＊ 445 珍しい物 AL02+AC3 それでは、「めずらしい物」はどうで
すか。P055

＜「高い山」など
他の体言をつけて
もよい＞

＊＊ 446 高かった AL01+AC4 「この着物は高かった」と言うときの
「高かった」はどうですか。055「あ
の山は高かった」と言うときの「高か
った」はどうですか。P097

過去

＊＊ 447 珍しかった AL02+AC4 それでは、「めずらしかった」はどう
ですか。P098
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活用　Ｂ　形容詞項目

文法形 優先度 DGCナンバー 調査項目 語彙コード＋文法形コード 調査文 文法形コメント

＊＊ 448 高くて AL01+AC5 「この品物は、値段が高くて質も良
い」と言うときの「高くて」のところ
はどのように言いますか。057「あの
山は、高くて姿も良い」と言うときの
「高くて」のところはどうですか。P1
18

「て」への接続

＊＊ 449 珍しくて AL02+AC5 それでは、「この品物は、めずらしく
て値段も高い」と言うときの「めずら
しくて」はどうですか。P120

＊＊ 450 高くなる AL01+AC6 「物の値段がだんだん高くなる」と言
うときの「高くなる」はどうですか。
058それでは、「だんだん高くなる」
と言うときに「高くなる」はどうです
か。P112

「なる」への接
続

＊＊ 451 珍しくなる AL02+AC6 「この品物はだんだん珍しくなる」と
言うときの「珍しくなる」はどうです
か。059それでは、「めずらしくな
る」はどうですか。P113

＊＊ 452 高いだろう AL01+AC7 「この着物はたぶん高いだろう」と言
うときの「高いだろう」はどうです
か。070それでは、「たぶん高いだろ
う」と言うときの「高いだろう」はど
うですか。P140

推量1

＊＊ 453 珍しいだろう AL02+AC7 それでは、「めずらしいだろう」はど
うですか。P141

＊＊ 454 高かろう AL01+AC8 それでは、「たぶん高いだろう」と言
うときの「高いだろう」はどうです
か。P140

推量2

＊＊ 455 珍しかろう AL02+AC8 それでは、「めずらしいだろう」はど
うですか。P141

＜標準語の話し言
葉では用いない形
であるがタカカロ
ー・タカイローな
どの形の有無を見
るためにこの形で
きいてみる＞

＊＊ 456 高ければ AL01+AC9 「値段がもっと高ければ良かった」と
言うときの「高ければ」はどうです
か。084それでは、「あの山がもっと
高ければ良かった」と言うときの「高
ければ」はどうですか。P187

仮定1

＊＊ 457 珍しければ AL02+AC9 それでは、「めずらしければ」はどう
ですか。P188

＊＊ 458 高いなら AL01+AC10 「そんなに値段が高いなら買わない」
と言うときの「高いなら」はどうです
か。089それでは、「その山が高いな
ら…」と言うときの「高いなら」はど
うですか。P169

仮定2

＊＊ 459 珍しいなら AL02+AC10 それでは、「めずらしいなら」はどう
ですか。P170

＊＊ 460 高かったら AL01+AC11仮定3

＊＊ 461 珍しかったら AL02+AC11

＊ 462 高そうだ AL01+AC12様態

＊ 463 珍しそうだ AL02+AC12

＜あの山は高そう
だ＞

＊ 464 高くはない AL01+AC13否定・とりたて

＊ 465 珍しくはない AL02+AC13

＊ 466 高く AL01+AC14 それでは、「あの山は高く、この山は
低い」と言うときの「高く」はどうで
すか。（「高い」の中止の形があれば
記入する。）P119

中止法

＊ 467 珍しく AL02+AC14

＜あの山は高くこ
の山は低い＞

＊ 468 高かっただろう AL01+AC15過去・推量

＊ 469 珍しかっただろ
う

AL02+AC15

＊ 470 高さ AL01+AC16接尾語「さ」へ
の接続 ＊ 471 珍しさ AL02+AC16

否定 ＊＊ 472 静かでない AVL01+AVC1 ここは車が通るのであまり静かでな
い」と言うときの「静かでない」はど
うですか。015それでは、「ここは静
かでない」と言うときの「静かでな
い」はどうですか。P017

言い切り1 ＊＊ 473 静かだ AVL01+AVC2 「ここは車が通らないので静かだ」と
言うときの「静かだ」はどうですか。
028それでは、「ここは静かだ」と言
うときの「静かだ」はどうですか。P0
39
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連体 ＊＊ 474 静かなところ AVL01+AVC3 「ここは車が通らない静かなところ
だ」と言うときの「静かなところ」は
どうですか。031それでは、「静かな
海」と言うときの「静かな」はどうで
すか。P056

過去 ＊＊ 475 静かだった AVL01+AVC4 「あそこは車が通らないので静かだっ
た」と言うときの「静かだった」はど
うですか。056それでは、「あの海は
静かだった」と言うときの「静かだっ
た」はどうですか。P099

推量1 ＊＊ 476 静かだろう AVL01+AVC5 「あそこは、車が通らないのでたぶん
静かだろう」と言うときの「静かだろ
う」はどうですか。071それでは、
「たぶん静かだろう」と言うときの
「静かだろう」はどうですか。P142

仮定1 ＊＊ 477 静かだったら AVL01+AVC6

＊＊ 478 静かなら AVL01+AVC7 「そこがそんなに静かなら、おれも住
んでみたい」と言うときの「静かな
ら」はどうですか。090それでは、
「もっと静かなら（ば）良かった」の
「静かなら（ば）」はどうですか。P1
89

仮定2

＊＊ 479 静かなら AVL01+AVC7 「そこがそんなに静かなら、おれも住
んでみたい」と言うときの「静かな
ら」はどうですか。090それでは、
「そこがそんなに静かなら私も住んで
みたい」と言うときの「静かなら」は
どうですか。P171

「になる」形 ＊＊ 480 静かになる AVL01+AVC8 それでは、「静かになる」はどうです
か。P114

否定・とりたて ＊ 481 静かではない AVL01+AVC9

推定 ＊ 482 静からしい AVL01+AVC11

過去・推量 ＊ 483 静かだったろう AVL01+AVC12

「で」形 ＊ 484 静かで AVL01+AVC13 それでは、「ここは、静かで空気も良
い」と言うときの「静かで」はどうで
すか。P121

＜ここは静かで、
あそこはうるさい
＞

詠嘆・強調 ＊ 485 静かね AVL01+AVC14 ＜語幹＋終助詞の
用法を調べる＞

疑問 ＊ 486 静かか AVL01+AVC15 ＜語幹＋終助詞の
用法を調べる＞

接尾語「さ」へ
の接続

＊ 487 静かさ・静けさ AVL01+AVC16

言い切り2 ＊ 488 静か AVL01+AVC17 それでは、「ここは静かだ」と言うと
きの「静かだ」はどうですか。P039

＜「ここはもちろ
ん静か」のように
語幹言い切りの形
の有無を調べる＞
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