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表示

番号 

前文脈 検索文字列 後文脈 O/X タイトル 巻号 

1 様子を見ると、水量はまあまあだ

が、コケが腐り気味で、もうひと

つシャキッとしない。 

それでは と、宍粟郡一宮町

から波賀町の方ま

で見て回ったが、

これというポイン

トもなく、結局、 

X 神戸新聞 8/23/2001 

2 た立木氏が、どうして元の恋人の

ところへ、のこのこ遊びに行った

りしたのだろうか。  

それでは 、江波嬢が怒るの

も無理はない。 

「橋本さんとは、

完全に別れたわけ

ではなかったのか 

X 中日新聞 6/6/2002 

3 こともあり、担当者に振り回され

てしまう恐れがあるという。「経

営の観点からすると、 

それでは 困る」と強調す

る。 店内を見回

すと、ミズや山フ

キなどの山菜やニ

X 毎日新聞 7/26/2004 

Lampiran Soredewa /それでは 
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ンニク、トマトな

ど 

4 実、豆など、どのような素材で

も、連続的に用いれば、リースに

なるから不思議です。  

それでは 実際に作ってみま

しょう。用意する

ものは、リース形

の吸水スポンジ

（オアシス）、常

緑 

O 読売新聞 11/18/2004 

5 の不利なことが気の毒に感じられ

た。で、自分の餌桶を指示して、 

この餌を御使いよ、 

それでは 魚の中りが遠いだ

ろうから。 少年

は遠慮した様子を

ちょっと見せた

が、それでも餌の

事 

X 神戸新聞 1/25/2005 

6 者の）自由契約のはずだが、厚生

労働省は介護施設への入所は受け

付け順にやれという。 

それでは 住民は番号札をも

らって長い列に並

んだだけだ。地方

X 京都新聞 12/1/2001 
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自治体の責任者と

しては、措置の時 

7 のグループホーム「能羅坊」で

も、「母親のところへ帰りたい」

というお年寄りには、「 

それでは 一緒に行きましょ

う」と出かけるこ

とにしている。途

中でお茶を飲んだ

り、トイレに行っ 

O 読売新聞 6/19/2002 

8 い物の経験を結びつけて考えても

らうことはできないか。うーん、

少し難しすぎたか。  

それでは 、一昨年の米中枢

同時テロが沖縄観

光に与えた影響を

話してみよう。

「ニューヨークの

テ 

O 琉球新報 2/16/2003 

9 ない効果音が名人芸とされ、先輩

からは裏方に徹するよう指導され

たという。しかし、「 

それでは 空気のような存在

でしかない。もっ

と効果音を存在感

のあるものにしよ

X 読売新聞 1/9/2004 
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う」と、次第に独 

10 り切った。 矢萩さんは黒７７に

対して白７８とハネ出し、８９に

渡るつもりだったが、 

それでは に分断された中の

白がほとんど助か

らないと判断。白

９２を利かして、

どちらかシノギ切 

X 北海道新

聞 

6/9/2005 

11 大統領が石油関連業界出身である

ことを見る向きもあるが、それだ

けでは説明できない。 

それでは あまりに見え見え

である。抽象的な

理解だがやはり

「強いアメリカが

根底にある」とい

う 

X 読売新聞 12/28/2001 
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12 育児のお手本は自分の育てられ方

です。人は自分が育てられたのと

同じ方法でしか、子育てをできま

せん。幼い頃、親に言われたこ

と、親からされたことを、どうし

ても繰り返してしまうのです。で

も 

それでは 虐待の世代間連鎖

を止めることは出

来ません。 

X ジャカル

タ新聞 

14/2/2015 

13 インドネシアに赴任した人が納税

しなければならないのは皆さん理

解できると思います。 

それでは いつから納税しな

ければならないの

でしょうか。 

O ジャカル

タ新聞 

4/8/2018 

14 自由契約のはずだが、厚生労働省

は介護施設への入所は受け付け順

にやれという。 

それでは 住民は番号札をも

らって長い列に並

んだだけだ。 

O ジャカル

タ新聞 
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15 継続的な資金源が必要だからだ。

アジアでも下位の野球代表に政府

から資金が出るのは東南アジア選

手権大会（ＳＥＡゲーム）のみ。

そのため、インドネシア・アマチ

ュア野球・ソフトボール連盟が自

分で資金を工面しなければならな

い。２００９年のアジアカップで

優勝した時は、少数の日系企業に

それぞれ多額の資金を出してもら

ったが、 

それでは 継続できない。 X ジャカル

タ新聞 
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表示

番号 

前文脈 検索文字列 後文脈 O/X タイトル 巻号 

1 五―四十ミリのタイプが安全です。

設置位置は床面から七百五十ミリが

基準です。 階段 

では 、上がるときは「握って

摺る」、下りるときは

「支えて摺る」と、体の

動きが異なります 

X 高知新聞 12/16/2

001 

2 度。カギは神奈川県警などの不祥事

を受け設置された「警察刷新会議」

にある。 同会議 

では 、外部監察導入や形がい

化が指摘される公安委員

制度改革が論議され、不

正経理問題も議 

X 北海道新聞 9/14/20

04 

3 バーガー」＝左＝は県産の紅豚アグ

ーのカツと島ラッキョウ入りソース

をウッチンのパン 

では さんだ。七月までの限定

発売「おばぁの三色もず

く春雨」は県産モズク

と、ハイビスカス 

X 琉球新報 4/23/20

05 

4 ルシウムが逃げる）を阻止し、骨が

もろくなることも防ぐことに役立っ

ています。婦人科 

では 子宮がんや卵巣がんの検

診以外に骨の硬さのチェ

ックも定期的に受けるよ

うにして下さい 

X 京都新聞 10/10/2

005 

Lampiran Dewa /では 
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5 行き場を失った廃タイヤがあぜ道や

納屋の横に放置されてきた。 同町

が昨秋行った調査 

では 、廃タイヤは農家が抱え

るものや不法投棄を含め

約三万本に上るという。

公営地下鉄黒字 

X 北海道新聞 4/11/20

02 

6 番組「ちちんぷいぷい」の瞬間最高

視聴率は１９・９％。平均視聴率も

１２・０％と平日 

では 番組史上最高だった。

「予算組むので融資を」

大阪ドームでも市が念書 

プロ野球近鉄の 

X 神戸新聞 3/24/20

04 

7 た田場典喜さん（七九）は振り返

る。 撮影許可には条件が付けられ

た。撮影は琉球政府 

では なく、機密保持が保障で

きる米国の測量会社が担

当し、フィルムは米国民

政府の検閲を受 

X 琉球新報 6/3/200

2 

8 進行が遅い。命を脅かさないおとな

しいがんは、七十歳以上の３０―５

０％、八十歳以上 

では ６０％に見つかるとも言

われる。治療しなくてよ

い場合もあるが、進行す

るタイプかどう 

X 読売新聞 1/22/20

03 

9 て「国民感情がどうなるか、世界情

勢、兵器の進展（の行方）が分から

ないが、私の内閣 

では 非核三原則を堅持する」

と述べ、見直す考えのな

いことを言明した。 一

X 中国新聞 6/1/200

2 
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連の発言が国会 

10 済制裁論でも、町村外相は就任当初

から「選択肢の一つ」との路線を変

えていない。最近 

では 「制裁に慎重な小泉純一

郎首相に対し強硬な考え

をぶつけて、首相になだ

められることも 

X 産経新聞 1/11/20

05 

11 失策５暴投の天理 勝つには勝っ

た。だが、５失策に５暴投。決して

ほめられるべき内容 

では ない。それでも天理は何

とか力でねじ伏せた。 

奈良大会６試合で４失策

と、堅実さを誇 

X 高知新聞 8/14/20

04 

12 米海軍と海上自衛隊の共同行動が始

まった。この日米協力は、集団的自

衛権に近かったの 

では 。加藤氏 故大平正芳首

相が８０年に訪米して、

「日本は米国の同盟国と

して協力する」 

X 朝日新聞 9/4/200

1 

13 一致しており、捜査本部は男性が事

件に関与した可能性があるとみて調

べている。 調べ 

では 、男性は■■さんと交友関

係にあったが、事件後行

方がわからなくなってい

た。捜査本部 

X 産経新聞 2/12/20

03 
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14 いう同僚の声が聞こえてくる。 大

学は要するに「組織」という意味で

は何も特別の場所 

では ない。身もフタもないけ

れど、著者の監察報告の

骨子の一つは、こういう

ことだ。個人の 

X 神戸新聞 6/19/20

05 

15 とを認めたという。作戦には第四歩

兵師団の六百人を投入。最初に急襲

した二カ所の農家 

では フセイン元大統領は見つ

からず、さらに捜索を続

け、すぐ近くの農家で拘

束した。拘束作 

X 河北新報 12/16/2

003 

16 日比谷高校の復活論を唱えた。大阪

府も「学力重点校」を指定するとい

う。 二十年前ま 

では 、私学は公立のすべり止

め的な存在だったのが、

いまや公立が私立のすべ

り止めになって 

X 産経新聞 10/25/2

001 

17 うして旅なのかと聞けば、こんな返

事が返ってきた。 「旅は、単に空

間を往復すること 

では ありません。目に見える

ものはもちろん、音やに

おい、うつろいやすい感

動、出会いを形 

X 神戸新聞 10/4/20

03 

18 マウンテン・ルーフ」と名付けら

れ、名古屋城の天守閣に匹敵する高

さだけに、万博会場 

では ランドマークになりそう

だ。 国際博にふさわし

く、日本を代表する景観

X 中日新聞 9/25/20

03 
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を取り入れた。 

19 結果を追い風として、郵政民営化関

連法案を最優先に早期成立を目指

す。 だが、内政面 

では 年金、医療の社会保障制

度改革への対応が急務。

対中韓関係の悪化を招い

た自らの靖国神 

X 神戸新聞 9/21/20

05 

20 じられている様子。富士山の絵と派

手な衣装の男の語りで人を集めてい

るのぞきからくり 

では 、子供、女、男取り混ぜ

て五人が覗いています。 

暑いさなか、なぜ人がこ

んなに集まる 

X 京都新聞 8/9/200

1 

21 いた実質値で六月（前月比０・８％

減）まで五か月連続で前月を下回っ

た。 大統領選挙 

では 、共和党ブッシュ、民主

党ケリーの両陣営とも、

雇用の「質の改善」に向

け、職業教育・ 

X 読売新聞 8/7/200

4 

22 損害も与えず、しかも広島・長崎に

原爆の洗礼を受けている日本は決し

てアメリカの味方 

では あり得ないという先入観

がある。そして日本は経

済大国であり、日本の自

衛隊はイラクに 

X 中日新聞 11/15/2

004 
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23 ント減。六県すべてでマイナスで、

減少幅は０・７―８・２パーセント

だった。 百貨店 

では 、衣料品が紳士服や呉服

などが低調で６・５パー

セント減。身の回り品は

高級輸入バッグ 

X 河北新報 2/8/200

2 

24 て語らせることができるのか。言葉

にならない感覚への瞬間的な共感か

拒否などというの 

では なく、人間と言葉につい

て語らせる作品、そし

て、それについて語るこ

とはやはり素晴ら 

X 毎日新聞 11/17/2

002 

25 面は、復興に向け、明るさを強調す

る。 だが、だれもが希望や喜びに

彩られていたわけ 

では なかった。 「葫蘆島

（中国）帰りは、そりゃ

悲惨やった」。援護局輸

送課に勤めた笠野 

X 西日本新聞 10/31/2

004 

26 ごたごたも終息に向かう」との見方

が出ている。 「苦渋の決断。自民

にすり寄ったわけ 

では ない」。公明党の幹部は

決議に賛成したことにつ

いて釈明する。 三十日

夜、水面下の折 

X 北海道新聞 6/1/200

1 

27 被害救済もになう連邦取引委員会

（ＦＴＣ）という行政機関があると

いう。しかし、日本 

では 摘発は進まず、かつて防

犯の役割を果たしていた

地域共同体が崩壊し、他

X 毎日新聞 6/9/200

4 
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人への無関心も 

28 が机に山のように積まれ、必要なも

のが出てこない。確かにいらだつ状

況だ。だから本屋 

では 、整理法を指南する本が

飛ぶように売れる。 本

書もその一つ。米国で整

理術のカウンセ 

X 河北新報 9/29/20

02 

29 業が防衛策を導入する場合、合法と

判断される防衛策の運用の検討をし

てきた。 指針案 

では 、新株予約権や種類株式

などを活用した防衛策を

導入する際、株主に開示

することを義務 

X 朝日新聞 3/8/200

5 

30 で）勝ったのは小泉（純一郎首相）

さんのおかげではないという人がい

るが、決してそう 

では ない。かなり大きな部分

が小泉さんに乗っかっ

た。その恩義を忘れる参

院であってはなら 

X 高知新聞 2/16/20

03 

31 、☗５八玉が軽いいなし。以下☖２

四飛とやっと飛車を活用できたが、

残念ながら詰めろ 

では なく形作りの一手。師匠

に☗４三角から☗６二銀

としっかり寄せ切られ

た。 最後の☗６ 

X 京都新聞 7/1/200

2 
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32 度も低く、５月中旬並みという。小

雨がぱらつく中で気温は上がらず、

都心のオフィス街 

では 、長袖のカーディガンを

羽織って出勤する女性の

姿が目立った。【木戸

哲】７月としては 

X 毎日新聞 7/23/20

03 

33 た。プロゴルファーからプーケット

のゴルフ場支配人を経た異色の経営

者は、プーケット 

では 初めてという日本人シェ

フを据えたフランス料理

風の味でスタート。次第

に評判を呼び、 

X 西日本新聞 1/25/20

05 

34 。体重は例年より３キロ少ない８３

キロまで落ち「しんどい」とこぼし

たのは１度や２度 

では ない。 それを気迫と日

々の節制でカバーした。

「一つの本塁打、一つの

走塁、一つの安 

X 京都新聞 9/30/20

05 

35 の水準に落ち込んだ。 調査の中の

１０〜１２月期に予定するサービス

支出に関する設問 

では 、「外食費」や「娯楽

費」など８項目すべてが

悪化した。また、９月の

「レジャー時間」 

X 毎日新聞 10/24/2

001 

36 「横ばい」に下げ止まり、地方経済

にも明るい兆しが出てきたことを裏

付けた。 項目別 

では 、生産活動が東北、関

東、四国の三地域で「緩

やかな持ち直し」とな

X 西日本新聞 10/9/20

03 
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り、「このところ増 

37 ）らしきものが見つかり、悪性かど

うかを確かめるため検査入院するこ

とになった。がん 

では ないかと不安を抱く恭太

郎は、ハツミ（矢田亜希

子）や華子（野際陽子）

に内証で入院の 

X 高知新聞 5/19/20

05 

38 回復を命題に、予算案の年度内成立

を図ることにしている。 だが、二

〇〇一年度予算案 

では 借金財政が一段と悪化

し、〇一年度末の国と地

方の長期債務残高は六百

六十六兆円にもな 

X 新潟日報 1/31/20

01 

39 ズボンは、両足が同じ長さですよ

ね。たぶん、ほとんどの人がそうだ

と…えっ、ちがう？ 

では 「ＣＯＯＬ」にご登場願

います。ブロック最前線

ＫＹＵＳＨＵラウンジ▼

湯の児観光協会 

X 西日本新聞 3/29/20

01 

40 される作業部会の役割、権限など、

具体的な内容についてまで共通理解

ができているわけ 

では ない。中国政府関係者

は、作業部会の大まかな

役割を「核開発放棄に至

る道筋や、安全の 

X 朝日新聞 2/29/20

04 
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41 営業部は対象商品だと認識し、国産

牛肉の骨付きスネ肉（３０キロ）を

申請３福井営業部 

では 申請者の重量計算ミス

（７３キロ）があり、０

１年１１月８日に気付い

たが修正できず放 

X 毎日新聞 8/21/20

02 

42 は長岡が十六件百四十五人、小千谷

が九件百七十六人、十日町が八件十

四人など。業種別 

では 飲食店・宿泊業が十五件

百二十二人、製造業が十

一件百七十五人、卸売・

小売業が六件十 

X 新潟日報 12/1/20

04 

43 ト本部長。 二年ぶり減収となった

中電工（中区）の井上幸夫社長は

「この経済情勢の下 

では 、事業の拡大は非常に難

しい」。フマキラー（広

島県大野町）の村中義晴

取締役管理本部 

X 中国新聞 11/17/2

001 

44 いう自分らしさにこだわる決意を込

めた歌など、半世紀という月日を超

えて共感できるの 

では ないでしょうか。全歌集

を手に中城ふみ子の魅力

を語る田中綾さん 

X 北海道新聞 9/19/20

04 

45 のはごみの出し方。「プラスチック

と紙は別々にまとめて」と、具体的

に説明した。区内 

では ごみのポイ捨てが目立つ

ことから、講師役の中央

清掃事務所職員は「若い

うちにモラルを 

X 北海道新聞 4/12/20

03 
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46 ても治療が大変難しい病気と言えま

す。― 整形外科で中高年に多い病

気は。吉川 訴え 

では １手がしびれる、肩がこ

る、肩が上げにくくなる

などです。次に多いのが

２腰や股関節の 

X 京都新聞 10/10/2

005 

47 のリストラは、従業員を疑心暗鬼に

追い込むことによってその能動性を

失わせる。 他方 

では 、経営者としての信用と

道義とを放擲してしまう

ことによって、当該企業

の活力を減衰さ 

X 産経新聞 1/22/20

02 

48 一万人以上の死者が出たのは、一八

九六年の明治三陸地震津波以来だ。

インドネシア周辺 

では 、一九九二年や二〇〇〇

年にも大地震があった

が、残念ながら防波堤な

どの津波対策は進 

X 神戸新聞 12/28/2

004 

49 一九九六年二月、住民ら四分の三以

上の賛成で補修を決議。これに対

し、原告らは「補修 

では 安全性に不安がある」と

して建て替えを主張。

「補修決議に不賛成の者

は賛成者に区分所 

X 神戸新聞 6/22/20

02 

50 が勝ちだったことは昨譜で示した通

りである。 終局直後の最初の会話

も、加藤「白５０ 

では 切る方がよかったのか

な」大竹「そうなんだ。

切られると思っていた

X 西日本新聞 2/9/200

3 
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よ」というものだっ 

51 い子は本読まないんじゃなかったの

か。そもそも「乙女」とはだれなの

か。 「私の周り 

では 、二、三年前からふざけ

半分で『こういうの乙女

だよね』というように使

っていたんです 

X 中国新聞 2/24/20

02 

52 の被害が相次いだ。がけ崩れは、福

岡県９か所、長崎県１か所、大分県

１か所。福岡県内 

では 道路損壊が６２か所に上

った。 ＪＲ山陽新幹線

は小倉―博多間などで計

８本が緊急停止 

X 読売新聞 3/21/20

05 

53 かり証明した。 柔道女子では初の

五輪連覇が懸かる。「まだ３０％く

らい。いまの状態 

では 金メダルはまだまだ」と

気の緩みはない。「残り

の７０％は、自信のある

瞬発力に磨きを 

X 中国新聞 4/13/20

04 

54 庭訪問見直しに拍車をかけた」と分

析する。 家庭訪問は学習指導要領

に定められた義務 

では なく、各学校の判断で行

われる。 今は、やった

りやらなかったり、地域

訪問や地域懇談 

X 朝日新聞 5/13/20

01 
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55 があり、河内長野署捜査本部は、そ

れぞれの殺意に関連があるとみて調

べている。 調べ 

では 、少年は犯行の三日前の

先月二十九日午後一時ご

ろ、自宅に近いホームセ

ンターに一人で 

X 産経新聞 11/7/20

03 

56 テネはまぐれと思われてもかまわな

い。今回、金を取れば強いと思われ

る」 だが、決勝 

では 伏兵のジュニオールに開

始４２秒、すくい投げで

一本負けを喫する不覚。

内柴は「やるだ 

X 神戸新聞 9/11/20

05 

57 った。研修報告書は厚さ１０センチ

以上に及んだ。 帰国後、改革に取

り組んだ。それま 

では 営業、強化などの組織は

縦割り状態で、「部あっ

て会社なし」。責任もあ

いまいだった。 

X 毎日新聞 5/31/20

03 

58 区１位）がともに勝ち、対戦成績を

五分として、決着を第５戦に持ち込

んだ。ナ・リーグ 

では 、ダイヤモンドバックス

（西地区１位）が、サヨ

ナラ勝ち。球団創設４年

目で初のリーグ 

X 読売新聞 10/15/2

001 

59 ました」と差し出された鏡に映った

私の肌は、ツヤツヤプルプル。「鏡

に仕掛けがあるの 

では 」と疑うほど美肌へと生

まれ変わっておりまし

た。 そもそも琥珀は、

X 京都新聞 10/27/2

003 
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約五千万年前の松 

60 真相解明にこだわる中原さんは「問

題の本質は外務省の体質。言った言

わないで済む問題 

では ない」。 支援会議への

参加を一時拒否されたＮ

ＧＯ「ピースウィンズ・

ジャパン」（Ｐ 

X 琉球新報 2/20/20

02 

61 段階選抜を予告していた医学部医学

科（後期）と工学部物質化学工学科

Ａコース（前期） 

では 実施を見送った。入試で

出題ミス明治大 明治大

は十三日、十一日に実施

された政治経済 

X 河北新報 2/14/20

03 

62 スを希望した。家族の労苦もない

し、ホテルコスト（宿泊代）もかか

らないからだ。当市 

では 施設利用の一割負担を据

え置き、在宅の人には

７％補助金を出して自己

負担を３％とした 

X 京都新聞 12/1/20

01 

63 。古い建物を守るという当初の目的

を超え、無秩序な都市計画を助長す

ることにもなるの 

では ないか」と指摘してい

る。東京駅周辺で進む１

東京ビル２新丸ビル３４

ツインタワーの建 

X 読売新聞 12/22/2

004 
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64 イス。「公害問題は権力と真っ向か

らぶつからなければならない。行政

と同じ水準の知識 

では 闘えない。相手を超える

勉強をしないと互角に闘

えない」と指摘した。 

また、新石垣問 

X 琉球新報 2/11/20

03 

65 も組織しており、副教材の作成や、

租税教育に関する座談会を行ってい

る。吉岡 中学校 

では 三年生の公民の授業で租

税教育に取り組んでお

り、税務署の出前講座や

職場見学を活用し 

X 河北新報 2/8/200

2 

66 事情を知らない従業員の企業への忠

誠心と従業員年金が踏みにじられた

が、性的暴行事件 

では 親が知らない間に信仰心

と子供が犠牲にされた。

性的暴行事件は当初、背

徳者による異例 

X 毎日新聞 2/7/200

2 

67 」を切ったが、アラブ諸国の対米不

信感はあまりにも根強く、失墜した

威信の回復は容易 

では ない。６日、ホワイトハ

ウスで記者団に語るブッ

シュ米大統領（ロイター

＝共同）「遅過 

X 西日本新聞 5/7/200

4 

68 仏法の教えをアジアの国々と共有す

ることによって、朝鮮半島問題を有

利に解決できるの 

では ないかという、ひそかな

狙いがあったのかもしれ

ない。 いずれにしろ、

X 産経新聞 4/19/20

01 
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物部、大伴とい 

69 の最近の手口の特徴は複数の人物が

登場することだ。５月１４日に奈良

県内で起きた事件 

では 、「警察官役」の男から

「息子さんが事故を起こ

した」と電話があり、

「息子役」の男が 

X 毎日新聞 6/9/200

4 

70 では今年のスタイルをさらに見直

し、魅力アップを目指していくとい

う。「来年の初売り 

では ステッカーなどのデザイ

ンも早く決めて、売り手

と買い手が一体となって

全国に発信した 

X 河北新報 1/9/200

2 

71 白い道標を見つけました。 「歩い

て１０分、時々走って７分」 それ

ならば、ダッシュ 

では 何分も書いて欲しいと思

いました。 

X 朝日新聞 9/10/20

05 

72 めた。きっかけは、二〇〇一年の米

中枢同時テロ。友人を亡くし、戦争

が初めてひとごと 

では なくなったのだ。 「生

まれ故郷の（東京の）人

形町に帰りたくなった。

それまで日本に 

X 中国新聞 5/31/20

03 
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73 手」と宮本義久九段は言う。相手の

長谷川も局後、「この手ではＡと切

る方がよかったの 

では ？」と吉田に言葉をかけ

ていた。 黒がＡと切れ

ばどうなるか。参考図Ⅰ

黒１の切りには 

X 京都新聞 11/13/2

002 

74 と１１打差の通算５オーバー、４３

位タイ。最下位で辛うじて予選を通

過した。 日本勢 

では 、通算２オーバーの片山

晋呉だけが予選通過。同

６オーバーの丸山茂樹と

谷口徹は１打足 

X 毎日新聞 4/13/20

03 

75 た。だが、与野党議員の一部には、

大統領が必要以上に強い表現を使い

日本を刺激するの 

では と憂慮する声もある。首

都にも抗議の波キルギス

内相代行 武力行使、会

見で示唆【モス 

X 中日新聞 3/24/20

05 

76 監督 ことしの阪神は野手のレギュ

ラーにほとんどけが人がなく打線を

組めたこと、投手 

では リリーフ陣を監督が最後

まで信じ切り、それに応

えてフル稼働したことが

優勝の要因では 

X 京都新聞 9/30/20

05 
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77 ここでも地核変動が起きていた。 

県建設業協会は、村岡氏を推薦した

が、内部は一枚岩 

では なかった。「展望の見え

ない不景気を、しがらみ

でがんじがらめにされた

村岡さんに打開 

X 毎日新聞 4/16/20

01 

78 各国の大使館付属学校などが駆け込

み対象とされる事件が続発。二月の

日本人学校の事件 

では 、日本側が中国当局に身

柄を引き渡さずに保護

し、その後の折衝が難航

した経緯があり、 

X 西日本新聞 11/15/2

003 

79 、マグネットの裏を見るだけで、そ

れが何かを当てられる子供を紹介。

「天才・美術館」 

では 、美術評論家の中野中が

「“モナリザ”を描いたダ

ビンチのような才能を感

じる」と、あ 

X 高知新聞 5/19/20

05 

80 結束を呼びかけるなど、従来の慣習

にとらわれない斬新な発想を実践し

ただけに、経済界 

では 浅田氏の功績をしのぶ声

が聞かれた。 浅田氏が

死去した同日午後には、

定例の代表幹事 

X 産経新聞 3/29/20

03 

81 力団組長とその組員ら計四人の逮捕

状を取った。所在を突き止め次第、

逮捕する。 調べ 

では 、組長は犯行前夜の六月

八日、■■さんが経営する

エステ店の客引きの仕方

X 中日新聞 7/4/200

1 
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をめぐり、■ 

82 去もまた存在する。 １９５９年か

ら一時の中断をはさみ８４年まで続

いた「帰国事業」 

では 、９万３千数百人の在日

朝鮮人が北朝鮮に「帰

国」した（日本人配偶者

を含む）。その中 

X 朝日新聞 9/21/20

04 

83 度を常に２８度に設定したこと、ゴ

ミは区分け容器の徹底などで意識が

変わったのが要因 

では 」。 X 朝日新聞 8/15/20

02 

84 した木下厚衆院議員がくら替え出馬

する。同党幹部は「自民党の選挙違

反があった選挙区 

では 負けられない。だが、補

選は投票率が上がりにく

く、つらい」と危機感を

募らせている。 

X 北海道新聞 3/12/20

04 

85 適切で効率的なルートや運営体制を

討議、豊田伊久雄市長に提言する。

市役所での初会合 

では 、バス利用に関する市民

アンケートの実施などを

決めた。 市は現在、廃

止路線の代替や 

X 中国新聞 2/23/20

01 

86 します。そのたびにわが家の犬の家

出を思い出します。 当時、何匹も

飼っていたわが家 

では 、敷地内で遊ばせた後

は、数を数えて家の中に

入れることが約束でし

X 北海道新聞 10/9/20

04 
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た。その日に限り急 

87 題、ナショナリズムに集中した。中

国、韓国が盛んにこれを取りあげた

からである。欧州 

では 地域統合が進展し国家や

国境を感じなくなりつつ

なる。価値観が広く共有

され、ナショナ 

X 産経新聞 4/20/20

05 

88 たのが白１８。黒１９の切りが目に

見えているから「白１８では１９の

ノビがよかったの 

では 」と小林。実戦例もある

そうだ。白２８まで、左

辺が地となって黒はあり

がたかった、と 

X 河北新報 10/13/2

005 

89 西を見渡しても、きわめて数が少な

い。３歳馬ではタイガーカフェただ

１頭。そして古馬 

では 、タイガーホーラーとタ

イガールドルフの２頭だ

けである。 タイガース

の長期にわたる 

X 産経新聞 5/8/200

2 

90 なり、私がいないのには気づかなか

ったらしい。血の気が引いた。この

日泊まるホテルま 

では 車で何時間もかかる。呆

然として歩いていると、

故障車に出合った。運転

手さんは迎えの 

X 京都新聞 10/24/2

004 
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91 合っていた中野は苦笑いを浮かべ

た。判定は２‐１。５度目の防衛成功

にも「いいペース 

では ないなと思っていた。貫

録勝ち？ 東洋太平洋レ

ベルで貫録なんて」と首

を振った。 

X 中日新聞 6/24/20

02 

92 都民参加型の行事が５日と９日に開

かれる。 大田区民ホール・アプリ

コ（蒲田５丁目） 

では ５日に「講演と映画の集

い」が開かれ、人権問題

を扱った映画「夢の箱」

の上映や映画監 

X 朝日新聞 11/27/2

002 

93 そして新聞…破り張り重ねたコラー

ジュ 「破壊と創造」というが、創

造は破壊ほど簡単 

では ない。かつて神戸・阪神

間を拠点にした具体美術

協会の芸術家たちは、素

材との格闘によ 

X 神戸新聞 7/11/20

02 

94 、長崎３県で２０人が重傷、１７６

人が軽傷を負った。震源に近い玄界

島（福岡市西区） 

では 、同市が全島民に避難を

呼びかけ、この日、島に

いたほとんどの住民約５

１０人が島外避 

X 読売新聞 3/21/20

05 

95 業時からの戦略です」― 確かに生

活に密着した事業ばかり 「五大消

費であればいいの 

では ない。お客さまと生涯お

付き合いすること。これ

までにはなかった事業内

X 神戸新聞 6/10/20

04 
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容であることが 

96 は、現在も続いている。 ☗６八金

寄（図）が本局における丸山の新工

夫だった。この手 

では ☗６六歩か☗５五歩が自

然だが、藤井の術中には

まると見た。 「☗６八

金寄に☖６五銀 

X 読売新聞 4/17/20

02 

97 ンジン棒ふってたって、そういう焼

け方はしない。たぶん東南アジア

だ。十年くらい前ま 

では 、ずっといたって感じだ

な」「トーア物産にいま

した」「ああ、潰れた。

昔は、防衛庁と 

X 産経新聞 8/15/20

03 

98 るなどの自衛策を講じ、今後の動向

を見守っている。 北京で十日行わ

れた北京国際駅伝 

では 、主催者が当初「日の丸

が見えると危険だ。隠し

てほしい」と要請。日本

側は「日の丸を 

X 京都新聞 4/11/20

05 

99 採用するよう提案する方針を固め

た。米政府関係筋が二日、明らかに

した。 京都議定書 

では 規定されていない二〇一

三年以降の排出量削減

を、どう進めるかについ

ての国際交渉が近 

X 琉球新報 3/3/200

2 
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100 が転落、蒲田発南浦和行き快速電車

（１０両編成）にはねられ、即死し

た。警視庁高輪署 

では 、自殺とみて、男性の身

元を調べている。この事

故で、同線と、並行して

走る山手線外回 

X 読売新聞 12/24/2

001 

101 ケタケタ」を披露したり、オペラシ

ティアートギャラリーでの「束芋

展：おどろおどろ」 

では 、「にっぽんの湯屋」

や、ベルギー・ブリュッ

セルの国際展で発表した

「にっぽんの御内 

X 京都新聞 3/29/20

03 

102 警戒感 田中真紀子前外相の更迭に

より小泉内閣の支持率が低下してい

ることで、与党内 

では 早期の衆院解散・総選挙

を警戒する空気が出始め

ている。国民の支持を武

器に、改革断行 

X 中国新聞 2/4/200

2 

103 り」と強調する。 かつて、蛍は

「清流」でもない普通の川で、日常

的に見られたが、今 

では 天然の蛍の生息域は限ら

れた場所になってしまっ

ている。 各地の川は、

岸をコンクリー 

X 中日新聞 8/1/200

1 

104 ■■容疑者は犯行を認めており、八幡

署では詳しい動機などについて調べ

ている。バイク 

では ね逃げる酒気帯びの容疑

者逮捕 三十日午前七時

ごろ、京都市上京区河原

X 京都新聞 1/30/20

01 
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町通丸太町角の 

105 定の期限内に撤廃することなどを求

めた。また、農業以外で焦点となっ

ている「新分野」 

では 、四テーマのうち、各国

の対立が少ない、通関手

続きの簡素化など「貿易

の円滑化」だけ 

X 読売新聞 7/17/20

04 

106 標はハワイのアイアンマンレースで

す。 年齢的にもレース経験でもか

なり困難な道のり 

では ありますが、宮古を完走

することで一歩でも目標

に近づけるように頑張り

ます。教え子た 

X 琉球新報 4/21/20

02 

107 グダッドブッシュ大統領の国連演説

を注視 対テロ戦争の次の標的と名

指しされるイラク 

では １１日、新聞各紙が米国

の姿勢を批判する記事を

掲載した。バグダッドの

市民は１２日に 

X 毎日新聞 9/12/20

02 

108 遠藤久美子を加え、コントやゲーム

を繰り広げる。新ゲームコーナー“森

っ子カブタン” 

では 、森の妖精にふんしたレ

ギュラーメンバーやゲス

トらが、リズムゲームに

チャレンジする 

X 毎日新聞 10/13/2

002 
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109 日朝までの二十四時間で四十三人以

上のイラク人が死亡したと明らかに

した。 ナジャフ 

では 少なくとも二十一人のイ

ラク人が死亡、バグダッ

ド北東部サドルシティー

で二十二人が死 

X 西日本新聞 8/9/200

4 

110 ている。確かに小泉首相の圧倒的な

人気は、森氏の１ケタ台まで落ちた

内閣支持率と無縁 

では ない。森氏から小泉氏

へ、その落差、反動がこ

こまでの小泉人気につな

がった。もう一つ 

X 毎日新聞 7/31/20

01 

111 技能向上に一定の成果を挙げた。し

かし、雇用の受け皿となる企業の反

応は鈍い。県など 

では ２００５年度から、より

高いレベルのカリキュラ

ムを組んで受講者のレベ

ルアップを目指 

X 新潟日報 3/24/20

05 

112 イヤード（重ね着）と素材。 寒さ

は空気の層で遮ることで防ぐわけで

すが、アウトドア 

では 、じっとしていたり動い

ていたりといろんなシチ

ュエーションがあるの

で、温度調節が必 

X 西日本新聞 11/20/2

002 

113 日米安保条約が午前零時、憲法の規

定により自然承認された。衆院は与

党単独採決、参院 

では 議決すら行わなかった。

「安保反対」を叫ぶ学生

や労働者ら約３０万人が

X 琉球新報 6/19/20

04 
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国会周辺に座り 

114 イラク国内の産業振興や雇用確保な

どに使い、国民の生活水準を上げる

ことを優先するの 

では ないか。イラクが親米的

な国家になることこそ

が、米国の国益にかなう

からだ。『アメリ 

X 神戸新聞 4/1/200

3 

115 。 イタリアの角膜バンク「ベネト

アイバンク」と契約を結び、技術指

導を受ける。同国 

では ９７年から臨床での応用

実績があるという。大阪

大大学院医学系研究科の

田野保雄教授と 

X 朝日新聞 1/17/20

04 

116 日午前１０時に予定している出港は

遅れる可能性が高い。（３８面に関

係記事）調べ 

では 、万景峰号は前回新潟西

港を出港した５日午前、

旅客定員２２０人よりも

３５人多い２５ 

X 朝日新聞 9/17/20

03 

117 九五年の阪神大震災ではトイレ用の

水の確保が被災者を悩ませた。昨年

の新潟県中越地震 

では 、車で避難生活を送って

いた被災者に「エコノミ

ークラス症候群」による

死者が続出。地 

X 中日新聞 7/1/200

5 
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118 カウト活動で巨人、横浜、阪神オー

ナーが辞任した経緯もあり、アマチ

ュア選手との接触 

では アマの各団体の諸規定を

理解し、順守することも

確認された。大リーグ 

オープン戦調整 

X 河北新報 3/11/20

05 

119 に、資本増強のため公的資金（普通

株）を注入することは必要だ。それ

はモラルハザード 

では なく、有効なリスクマネ

ジメント（危機管理）に

なる。― 市場原理によ

る競争だけで危 

X 毎日新聞 8/10/20

01 

120 い若者の納付意識が低いことも、滞

納が増えた原因とみている。 都道

府県別の滞納割合 

では 、埼玉県が２８．１％で

最も高く、茨城、沖縄両

県も２５％を超えた。島

根、富山、鹿児 

X 西日本新聞 11/8/20

03 

121 が、市民が中心となって選手たちと

の関係を築き上げていくかも重要

だ。ホームラン狙い 

では なく、こつこつとヒット

でつなぐような取り組

み。それが継続的なキャ

ンプ誘致に結び付 

X 高知新聞 2/10/20

05 

122 二月四日まで。 門田さんは年一―

二回のペースで大阪を中心に個展を

開いており、高知 

では 十年ぶり。今回は五年ほ

ど前から取り組んできた

アルミニウムと木材を組

X 高知新聞 1/15/20

01 
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み合わせた立体 

123 の富山大黒田講堂で八月十一日にあ

った「第一回子どもモノづくりロボ

ット大会」予選会 

では 、こんな光景が繰り広げ

られた。 舞台裏では、

主催する同事業団のスタ

ッフ約三十人が 

X 中日新聞 9/4/200

1 

124 ース若力を下し、一躍王座へと注目

された。しかし、三月の宜野湾・赤

道合同準全島大会 

では 、大龍王の掛け技に屈

し、予想外の黒星。過去

の通算成績は、八勝二

敗。 一方の優大力 

X 琉球新報 6/11/20

03 

125 幅な圧縮につながった。今後さらに

圧縮に努め、健全性を高める」と話

した。 経営戦略 

では 「収益力や営業力を強化

し、リスク管理、コンプ

ライアンス（法令順守）

態勢を強化して 

X 琉球新報 5/31/20

05 

126 にも「また談合している」などの複

数の情報が寄せられた。また、無効

になった前回入札 

では 落札したが、今回は落札

できなかったある業者

は、取材に対し「いろい

ろと（他社に）お 

X 北海道新聞 6/11/20

02 
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127 館 被害少なく「阪神」教訓に対策

が奏功 芸予地震で最高震度６弱を

記録した広島県内 

では 、一部の美術館で展示中

の美術品が破損したり、

建物に亀裂が入ったりし

た。 

X 中国新聞 3/29/20

01 

128 いかの攻防となり、野党側は欠席し

て審議を止める戦術しか取れなかっ

た。一方、政府側 

では 、若者向けの年金キャン

ペーンに起用した女性タ

レントに続き、小泉内閣

の閣僚の国民年 

X 産経新聞 4/29/20

04 

129 道はない。若い人々が将来より幸せ

になるよう努力しよう」と国民の結

束を訴えた。同国 

では この一年、行政機構の整

備に追われ、貧困、雇用

など経済対策が最大の課

題となっている 

X 北海道新聞 5/20/20

03 

130 ヨタグループのあいおい損害保険も

四十二億円を新たに出資する予定

で、トヨタグループ 

では １９・７％の大株主に躍

り出る。 トヨタは一九

七五年に住宅事業へ本格

参入。地元の愛 

X 中日新聞 4/1/200

5 

131 像していたが、実際にはあまり後先

を考えず真っすぐに突き進む人」と

評した。 同大学 

では 図書館で公開史料の閲覧

を受け付ける一方、記録

をまとめて九月をめどに

X 産経新聞 6/7/200

2 
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刊行したいとし 

132 なかでも伸びていくアジアの中国、

韓国、台湾向けの戦略を立てたい。

国際観光は「点」 

では なく「ルート」の観光で

すから、関西全体を元気

にできる。東北三県など

もすでに手をつ 

X 京都新聞 1/1/200

4 

133 はそれぞれ四人ずつの「男子群像」

と「女子群像」があり、計十六人が

描かれています。 

では なぜ四人なのか。中国に

も北朝鮮にも行って壁画

を見てきましたが、たく

さん人物が描か 

O 産経新聞 4/10/20

02 

134 者ランキングで４位に位置し、６

１―６２メートル台を狙って臨ん

だ。熊本入り後の練習 

では ５９メートル台をマーク

していたが、それを上回

れず、「いつも本番に弱

いんです…」と 

X 北海道新聞 8/4/200

1 

135 を確立する義務を背負っていくこと

になった。 真の苦労はこの時から

始まった。 今ま 

では 映画会社なり興行会社な

り曲がりなりにも後ろ盾

を控えて、鷹揚に構えて

こられたものが 

X 神戸新聞 9/22/20

02 
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136 死一、二塁から捕前へのバントを決

めて、大量点を奪うきっかけを作

り、七回の第４打席 

では 無死二塁から一塁への進

塁打を放った。「僕みた

いな選手はバントや右打

ちで（評価が） 

X 読売新聞 10/31/2

005 

137 行ったとき、ホテルや百貨店では日

本語で支障はなかったが、路地裏の

小さな店や飲食店 

では 全く通じなかった。中国

語を勉強しようとした

が、何度も挫折した。 

先日、本屋でユニ 

X 西日本新聞 12/10/2

004 

138 らと検討していた屋敷九段は、「☖

４五歩の決戦を狙う形になれば、先

手が勝つのも容易 

では なかったと思う」と言っ

ている。 

X 朝日新聞 6/4/200

4 

139 十二月と十三年六月の二度の電車衝

突事故後に運転停止して以来、二年

ぶりの運行。式典 

では 、社長の山岸正裕・勝山

市長らがテープカットを

して開業を祝った。 衝

突事故後、一時 

X 産経新聞 7/19/20

03 

140 専門家ですから、法学部や経営学部

出身者でないと十分に対応できない

のですが、これま 

では 計算屋のようなイメージ

が強く、今なお高校の先

生の中には税理士を目指

す学生に経済学 

X 京都新聞 2/11/20

05 
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141 た。「これが今年５ラウンド目。若

手が良い成績なので置いていかれて

るかな」 今大会 

では オーストラリア人のキャ

ディーを帯同する。「１

人だと成績は変わらない

けど、他人（キ 

X 産経新聞 3/3/200

5 

142 比較的穏やかな対日通商政策が示さ

れるとの期待が日本側にはあった。

確かに今回の報告 

では 、制裁発動を背景に市場

開放を迫る「優先交渉

国」には日本は指定され

なかった。 しか 

X 読売新聞 5/2/200

1 

143 んのか全然分かんない。それと、練

習が終わると全員でシャワーを浴び

るのがイヤ。日本 

では 家に帰って一人で風呂に

入ってたから…」 説明

する口調はあどけない

が、寮でもグラウ 

X 京都新聞 1/11/20

03 

144 と怖い」とやむを得ない対応だった

と強調した。 ただ、中谷長官は十

一日夜の記者会見 

では 「認識不足や要領が悪く

て迷惑も掛けたが、気持

ちだけは精いっぱい取り

組んできたつも 

X 河北新報 6/13/20

02 

145 車場６０台）。「東明蔵」の酒は１

杯２１０円から。飲食店舗「さかば

やし」（水明蔵） 

では 自家製の豆腐を使った料

理やそばがお薦め。お土

産用の吟醸酒入りケーキ

X 神戸新聞 4/8/200

4 
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は１個１３０円 

146 柏原支部の事務官（三一）で、任意

の調べで、酒気帯び運転と分かっ

た。 調べ 

では 、事務官は、駅前に駐車

していた乗用車を移動さ

せようとして、後方に駐

車中の軽乗 

X 京都新聞 5/5/200

1 

147 機構は新たな調達先を求めており、

東大阪の拠点作りにはこうした背景

もある。 現時点 

では 、国と新規参入組の思惑

は合致する点が多い。だ

が、大手企業などからは

「国は国にしか 

X 読売新聞 8/25/20

04 

148 に入院したマルチーズの老犬タロー

君がほえています。入院といって

も、彼が病気だから 

では ありません。飼い主さん

に数日の検査入院が必要

になったので、預かって

いたのです。  

X 西日本新聞 10/27/2

002 

149 かった。だから、病院で人工授精の

治療をうけた夜には必ずセックスを

する。「創造物」 

では なく「授かりもの」にす

るために。それは出口の

見えないトンネルの入り

口だった。 「 

X 朝日新聞 4/14/20

02 
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150 から来た人は、この中野屋の佃煮か

斜め向かいの谷中せんべいをお土産

にする人が多いの 

では ないか。 この谷中せん

べいの先の道を左折すれ

ば朝倉彫塑館だが、今回

は直進する。  

X 朝日新聞 12/18/2

002 

151 イラクの大量破壊兵器に関する査察

継続の必要性を強調し、イランの核

開発問題への対応 

では 、慎重な姿勢を示すな

ど、ブッシュ政権とは対

立関係にある。 このた

め米政権は、事務 

X 中日新聞 12/13/2

004 

152 。３０日中に国会提出し、今国会中

に批准される見通し。 爆弾テロ防

止条約は爆弾だけ 

では なく、毒性化学物質や放

射性物質などの「致死装

置」を使ったテロ行為も

対象犯罪に含め 

X 朝日新聞 10/24/2

001 

153 健康について調べ、自分たちが考え

た「身体に良いお弁当メニュー」を

調理した。 授業 

では 、ファストフードやコン

ビニエンスストアの弁当

の栄養バランスについて

調べた。買って 

X 京都新聞 1/4/200

4 

154 績の評価方法、使用教材も示す。各

高校は年度初めに全生徒に配布す

る。 これまで各校 

では 、同じ教科の教員が申し

合わせたペースで授業を

進めるケースが大半で、

X 西日本新聞 2/3/200

2 
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学年末には急ぎ 

155 思わせる。すでに約千五百軒が営業

中だ。 何よりの魅力は、美しい景

観と静けさ。地元 

では 有名でも、生産量が少な

く、流通には乗らなかっ

た山菜やハーブが、自慢

料理に早変わり 

X 琉球新報 4/19/20

04 

156 トスがいる。いいトスを上げるに

は、いいレシーブがいる。これが分

かれば十分だ。高校 

では 基本ができないと応用で

きないが、小学生のと

き、あんまり基本をやる

とバレーボールへ 

X 京都新聞 7/23/20

03 

157 する」と回答した。 「小泉改革」

に賛同する人は、与野党通じて全体

の４３％で、自民 

では ９８％を占めた。だが改

革の具体的内容に及ぶ

と、むしろ野党側が首相

の主張に理解を示 

X 琉球新報 7/4/200

1 

158 が出てくる場面が多いので、警察官

に図解で説明してもらう。ロウソク

で影ができる場面 

では 、実際にともして影の大

きさを見る。 翻訳は、

原作者の意図をくみ取っ

て伝えることが 

X 朝日新聞 4/7/200

3 
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159 会が百条委員会を設置し、全容を解

明すべきだ。 知事、そして議会に

その気がないまま 

では 、道民の信頼を得られな

いし、市民の安全を守る

現場の警察官がまともな

仕事ができず、 

X 北海道新聞 6/4/200

5 

160 の著作集は、すべて生命力のふしぎ

を説かれたものである。阪神大震災

の翌年、阪神地区 

では 果樹類が例年よりもはる

かに大量の花を咲かせて

実を結ばせ、人々を驚か

せた。拙宅では 

X 中日新聞 10/21/2

005 

161 ード戦闘爆撃機などの航空機が大量

投入されている。 アラブの盟主を

自任するエジプト 

では 、米軍攻撃への慎重論も

出ており、同国政府はビ

ンラディン氏の関与の一

層明白な証拠を 

X 朝日新聞 10/4/20

01 

162 国協議の枠組みが決まる前には「重

要なのは朝鮮半島の非核化であり、

協議の形式や場所 

では ない」と繰り返してい

た。だが、二十七日の協

議冒頭で王毅次官は「今

回の協議は（米朝 

X 中日新聞 8/29/20

03 

163 磯野貴理子、渡嘉敷勝男、清水圭、

ガダルカナルタカ、つまみ枝豆ほ

では 、生卵とゆで卵を坂から

転がすとどちらが速い

X 高知新聞 10/27/2

005 
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か。「理科」の授業 か、また同じ物を転がし

た場合、どのよう 

164 警備態勢を敷いたため十六日、反日

デモは起きず、平穏だった。 しか

しウェブサイト上 

では 外相訪中に合わせて四川

省成都や河南省海口、遼

寧省瀋陽、福建省アモイ

など十四都市で 

X 新潟日報 4/17/20

05 

165 事業などによって今後一年間で実質

０．１％程度（内閣府）と試算して

おり、補正予算案 

では 経済成長への即効性は見

込んでいない。２００１

年度経済見通しの見直し

試算（％）（注 

X 中日新聞 11/9/20

01 

166 十四）年四月二日から一九八七（昭

和六十二年）十月一日までに生まれ

た人は、九月末ま 

では 市町村の公的負担で接種

が受けられる。 接種に

関する窓口は所在市町

村。大阪の見当た 

X 琉球新報 8/14/20

03 

167 「全党的な支持を受けるために派閥

を出るべきだ」との声が飛ぶ。安倍

氏を推す若手の間 

では 「小泉さんの次の次でも

いい」という“熟柿作戦”

の考えが強かったが、選

挙結果を受け 

X 新潟日報 10/15/2

005 
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168 頭の滝に来た２人。滝に向かって互

いの名前を言いながら好きだと叫

ぶ。屋内のテニス場 

では 経験者の菊川が山下に基

本を教え、ラリーを楽し

む。◇金曜エンタテイメ

ント「外科医鳩 

X 河北新報 11/19/2

004 

169 レビ特捜部（広テレ、山口、日本

海、西日本後８・０） 「意外性一

〇〇％レスキュー」 

では 、意外な展開を見せた救

出劇を紹介。「アメリカ

ウエディング大作戦」

は、驚くべきアイ 

X 中国新聞 12/9/20

01 

170 要一さん 子供たちを取り巻く環境

が大きく変化している社会にあっ

て、今、子供の世界 

では 何が問題になっているの

か、それに対して「子ど

もの居場所」づくりはど

んな意義がある 

X 産経新聞 8/27/20

04 

171 る。涼風をお供に、さわやかに夏の

外出を楽しんではどうだろう。 横

浜高島屋（横浜） 

では この夏、約三千本の扇子

をそろえている。月二百

本が売れており、前年比

３０％増の売り 

X 読売新聞 7/29/20

02 

172 」というのだ。コシヒカリも生産地

域が広がる一方だが、「どこで生産

しても美味なわけ 

では ない」と大手卸会社役

員。ササニシキの二の舞

とならない保証はない。

X 朝日新聞 4/9/200

5 
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北京でも反日集会 

173 話がかかってきた。 この苦情殺到

の“まずい水”を作ったのが、実は小

島さんだ。日本 

では 昭和三十年ごろから、屎

尿を肥料として使わなく

なり、川のそばに屎尿の

処理施設が設け 

X 産経新聞 9/12/20

02 

174 す。たとえば琵琶湖の問題は、東京

が無視しても世界が無視しない。ま

た、琵琶湖ホール 

では 日本の他のホールがやら

ないオペラやバレエを徹

底的にやる。文化関係者

の間では世界的 

X 京都新聞 1/1/200

4 

175 点滅のスピードに、自分の歩くリズ

ムを無意識に合わせていることに気

づいた。それだけ 

では ない。数字がカチカチと

リズムを刻む音まで聴い

たような錯覚を覚えた、

実際にはまった 

X 産経新聞 1/4/200

2 

176 試合終了間際に投入されたが、交代

策も実らなかった。県大会では活躍

したが、この試合 

では ４本のＰＫを１本も止め

ることができなかった。

１７５センチのＧＫは

「甘かった。みん 

X 河北新報 12/31/2

004 
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177 支援センターや医療機関、行政への

取り次ぎも手がける。 また、副作

用のモニタリング 

では 、薬の使用後にみられた

健康変化を使用者から聞

いて「有害事象カード」

に記入。医療機 

X 神戸新聞 12/6/20

02 

178 分が輝いていると感じる年齢が「妙

齢」。趣味の俳句の師に教えられ

た。だから７０歳ま 

では 「塾」を続けるつもり

だ。もちろん気力と体力

の続く限りその先も。 

「私は働く女性同 

X 読売新聞 10/18/2

005 

179 引き返したのは、この１カ月で３度

目。航空専門家の間で「機体点検作

業に問題があるの 

では ないか」との見方が出て

いるという。（香港・時

事）★１杯なんと１０３

万円 小説家・ 

X 中日新聞 12/4/20

04 

180 による拉致』被害者家族連絡会」に

ついて異論を唱えた。「『拉致』を

外した方がいいの 

では …」。苦い経験からだっ

た。 恵子さんが消息を

絶ってから五年後の八八

年に「平壌で暮 

X 新潟日報 12/11/2

003 

181 日、ＮＢＣテレビで、隠匿の疑いが

濃厚なため、捜索活動が必要だと主

張。ＣＢＳテレビ 

では 「大量破壊兵器に関する

多くの文書を入手してお

り、多くのフセイン政権

  産経新聞 6/10/20

03 
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関係者の取り調 

182 とが望ましい。これには、熟練した

職人の技が要求されるが、「サロー

ネ オンダータ」 

では 、通常六ミリの縫い代の

幅を一・五ミリに。 ま

た、剣ボロは袖口が開く

ところで、そこ 

X 新潟日報 9/11/20

05 

183 り方などについて提言している「家

族計画国際協力財団」（東京都新宿

区）は「アフリカ 

では エイズ（後天性免疫不全

症候群）でたくさんの人

々が亡くなったにもかか

わらずこうした 

X 中日新聞 3/5/200

1 

184 治療費を投入する妥当性も明確に示

される。 このような必要性を受

け、医療経済の領域 

では 、さまざまな障害をもっ

た生活の「点数付け」が

試みられている。しか

し、こうした点数 

X 読売新聞 5/20/20

01 

185 便』（ＮＨＫ）などが話題となる

が、聴取率の高い民放でも２％以下

だし、広告費の統計 

では 、現在のラジオのそれは

全体の３％ほど。産業界

のラジオへの期待もその

程度だというこ 

X 京都新聞 7/29/20

03 
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186 、調査報告書公表後に武部氏の更迭

を検討する意向を示したが、三十日

のＮＨＫ番組収録 

では 「閣僚は一生懸命やる限

りは今の閣僚でやってい

く」と微妙に軌道修正も

図った。 武部 

X 北海道新聞 3/31/20

02 

187 恋は」の下の句５７ 明治３０年ご

ろからはやった「―節」５８ 縁起

の悪いもの、日本 

では 善しあしに関係なく縁起

の意味に用いられる６０ 

門の両側に設けた低い塀

をいう６１  

X 毎日新聞 12/27/2

002 

188 、福島、石川、山形、富山各県から

計百四十三チームが参加した。 会

場の町総合体育館 

では 、広いアリーナをコート

がびっしり埋めて熱戦を

展開。鋭いサーブや強烈

なスマッシュが 

X 新潟日報 10/9/20

01 

189 効果音が名人芸とされ、先輩からは

裏方に徹するよう指導されたとい

う。しかし、「それ 

では 空気のような存在でしか

ない。もっと効果音を存

在感のあるものにしよ

う」と、次第に独 

X 読売新聞 1/9/200

4 

190 だったかつての自分たちを思い起こ

し、「自分もやらねば」と闘争心を

かきたてられたの 

では ないだろうか。 オール

スターでの活躍、首位打

者、盗塁王、シーズン最

X 産経新聞 6/24/20

01 
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多安打の更新、 

191 葉）連覇向け２年生一丸 昨年初出

場で初優勝を成し遂げた。全員二年

生で挑んだ都大路 

では 、１１位に食い込む健闘

を見せた。勝負をかける

今年は、弥彦でいいスタ

ートを切りたい 

X 新潟日報 3/21/20

01 

192 れぞれが東京に抱く思いをつづる。 

進学や就職など、目的を持って出て

きた若者ばかり 

では ない。居場所を見いだせ

ぬまま故郷に戻った人も

いる。「同じ東京に住ん

でいるのに、抱 

X 朝日新聞 3/31/20

02 

193 経験「コワイ」在日外国人 避難所

に 続 々  「 ジ シ ン 、 コ ワ イ デ

ス」―。紀伊半島沖地震 

では 、「言葉の壁」のため情

報量が限られる在日外国

人が、連絡を取り合って

市役所などに集 

X 中日新聞 9/6/200

4 

194 。 都は、以前から三十人未満の個

人経営の無認可保育所に助成を行っ

てきたが、新制度 

では 二十―百二十人規模も対

象とし、企業や学校法人

などの経営主体も認め

る。定員の半数以 

X 朝日新聞 1/26/20

01 

195 の活動時間は大幅に制限を受けた。

国外組が直前招集となった３月のＷ

では 格下のモルディブとまさ

かの引き分け。 

X 西日本新聞 4/20/20

04 
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杯アジア１次予選 

196 間に約百個の星が流れるペルセウス

座流星群が観測できる可能性が高い

という。 市街地 

では 、街灯やライトアップに

よる“光害”で夜空の星が

なかなか見えない。大気

がほこりなど 

X 西日本新聞 7/31/20

02 

197 今国会で「成立させるべきではな

い」はわずか１９・１％だった。 

自衛隊のイラク派遣 

では 、賛成が前回比２・１ポ

イント減の４６・２％、

反対は１・３ポイント増

の４６・４％と 

X 琉球新報 3/8/200

4 

198 だ西洋文明に慣れない時代の「幼

稚」で「ヘン」な風俗と切り捨てる

意識が働いているの 

では ないだろうか。 ところ

が、当時少なからぬ音楽

家が、このような「和洋

折衷」の試みを 

X 新潟日報 1/12/20

03 

199 三角地帯」で武装勢力の掃討作戦を

展開してきたにもかかわらず、アン

バル、ニネベ両県 

では 有権者登録を実現でき

ず、スンニ派が多数ボイ

コットまたは参加できな

い状況を招いた。 

X 読売新聞 1/24/20

05 
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200 突破した金田久美子（ニューキャピ

タル）は７６で３２位につけた。 

その他の県勢選手 

では 、上原彩子（パームヒル

ズ）が２オーバーの７４

で回り、１４位で宮里と

並んでいる。  

X 琉球新報 6/26/20

02 

201 わらない。（当時も）道庁の内部調

査で不適切と判断したものは返還

し、監査で（不適切 

では ないという）心証が形成

されたものは返還しなか

った」― なぜ実名告発

者と会わずに判 

X 北海道新聞 6/4/200

5 

202 て多国間の協調路線に復帰させるべ

きだ。 同盟を絶対的なものとみな

して米国に従うの 

では なく、日本からも注文を

つける相対的な関係にす

る努力をした方が互いの

利益になる。国 

X 北海道新聞 1/1/200

5 

203 る手が途切れなく挙がった。 一

方、「核兵器廃絶」をテーマにした

もう一つの全体会議 

では 、あらかじめ指名された

約２０都市が意見を述べ

たが、会場からの声はほ

とんどなかった 

X 朝日新聞 8/7/200

1 

204 告示まで一カ月となった。昨秋、知

事不信任に続く異例の出直し知事選

が行われた長野県 

では 、田中康夫知事に不信任

を突き付けて敗れた県議

たちが、今度は審判を仰

X 中日新聞 3/4/200

3 
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ぐ。知事の再選 

205 つなぐカナダの大自然の驚異に迫

る。リポーターは初登場の加藤美

佳。秋のバンクーバー 

では 、太平洋で育ったサケが

産卵のため一斉に川を遡

上（そじょう）する。そ

んなサケを狙っ 

X 高知新聞 10/27/2

005 

206 無は不明。 米軍ヘリコプターが撃

墜されるなど反米感情が強い中部フ

ァルージャの北方 

では 米軍部隊が、大砲の弾約

二百発、対戦車ミサイル

八十四発などが隠された

大規模な武器庫 

X 高知新聞 11/11/2

003 

207 母親（七三）が死んでおり、長女

（二三）も頭などにけがをして病院

に運ばれた。 調べ 

では 、調律師方は三階建て。

三階で寝ていた長男が悲

鳴を聞いて同階の長女の

部屋に行くと、 

X 中日新聞 4/21/20

01 

208 スポーツは日常的。だから、地域に

スポーツが定着すれば伝統文化も生

き残っていけるの 

では ないか。 これらを一体

として進める組織が必要

で、総合型クラブが求め

られる。スポー 

X 高知新聞 1/3/200

3 
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209 ラーに転身。出自を隠し日本国籍に

変え戦後日本のヒーローとしてのし

上がった。 日本 

では 極秘扱いされた訪韓。し

かし、韓国では朝鮮半島

出身であることは知られ

ており、文教部 

X 中日新聞 6/15/20

05 

210 前月比１・０％減の９１・５と２カ

月ぶりにマイナスに転じたが、民間

エコノミストの間 

では 生産は１〜３月期に底入

れするという見方が広が

っている。在庫調整が着

実に進んでいる 

X 朝日新聞 3/1/200

2 

211 ン・ベア）は自制心を失うべきでは

ないとマイケルに忠告し、リズは心

が伴っていないの 

では とマリアを諭す。マリア

はマイケルの自分への気

持ちを確かめるため、彼

をダンスパーテ 

X 神戸新聞 7/14/20

01 

212 して意見集約はしない。党の総務会

で了承されるとは思えない」と言い

切った。 懇話会 

では 、綿貫会長が「（民営化

には）断固として反対し

なければならない」と強

調。決議文では 

X 産経新聞 9/9/200

4 

213 くよく働いてくれる３９ 法律上は

アルコール分１％以上を含む飲料４

１ 忘れじの―ま 

では かたければ今日を限りの

命ともがな４２ 風に乗

って大空を移動する、人

X 毎日新聞 12/7/20

01 
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気も上昇中のス 

214 周辺海域の中型巻き網漁は、４２統

で３４２・１トン（同８．１トン）

の水揚げ。魚種別 

では カタクチイワシ１２０・

４トン、ムロアジ類１１

６・８トン、マルアジ４

２・６トン、マ 

X 高知新聞 4/22/20

04 

215 は、すでに発売総数を十万枚前後と

想定し、第三次販売の準備を進めて

いる。関係者の話 

では 、二次販売と同じ電話に

よる販売方法を取る可能

性が高い。四月中に電話

で事前登録を受 

X 産経新聞 3/14/20

02 

216 。ＡＭから南かおりのハロー・ミュ

ージックらんど（京都＝後０・０） 

「ファミリク」 

では 、家族全員でリクエスト

された曲をリミックスし

て届ける。「常識力クイ

ズ」では、常識 

X 京都新聞 9/4/200

4 

217 、検察首脳が監督責任を問われるの

は至極当然だ。 しかし、これで問

題が解決したわけ 

では ない。まず、元公安部長

は検察庁の裏金との批判

がある調査活動費の実態

をマスコミに暴 

X 毎日新聞 6/1/200

2 
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218 ５９事業所が労働基準法違反で指導

を受けた。また、同年４月から１年

半の間の監督指導 

では ６１３社で違反が見つか

り合計８１億円の残業手

当が支払われた。 賃金

不払い残業は古 

X 毎日新聞 6/12/20

03 

219 で「科学技術分野で突出する増額を

図り、めりはりができた」と述べ

た。 科学技術関係 

では 、文部科学省が要求した

個人の遺伝情報に応じた

医療の実現計画と、超高

速の計算を可能 

X 京都新聞 12/23/2

002 

220 元事務所で開いた自民党区議らとの

会合では、引き際を探る発言が目立

った。 「無所属 

では 勝てる見込みがない。一

致団結して戦うことも難

しい。仮に当選しても復

党は１００％な 

X 読売新聞 8/19/20

05 

221 、さらにセリシンの機能が解明され

ていけば、医薬品の分野で画期的な

ものが生まれるの 

では ないかと、関心を持って

研究を進めているところ

です。〈企画・制作〉産

経新聞社生活情 

X 産経新聞 2/16/20

04 

222 れるようだが、決してそうではな

い。 余談ではあるが、腰に対する

感覚は日本語と英語 

では 異なることを紹介する。

通常、「腰」を指す英語

はｗａｉｓｔ（ウエス

X 産経新聞 7/10/20

02 
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ト…腰のくびれ） 

223 最終的に三十五人に上ったことが明

らかになった。前年度の十七人から

倍増した。都教委 

では 「特に小学校で児童の指

導が難しくなっているの

が原因の一つにあるので

はないか」と見 

X 読売新聞 4/20/20

03 

224 同市から旧満州に渡った「満州柏崎

村」の人々の記録も付け加え、朗読

劇にした。 公演 

では 、黒の衣装を着た出演者

が代わる代わる登場。食

料や金がなく、目の前で

病気の子どもを 

X 新潟日報 5/30/20

05 

225 い、海外大会に授業の一環として連

れていくことも計画している。 今

年の全米オープン 

では イスラエルとパキスタン

の選手がダブルスを組む

ことが大きなニュースに

なった。これが 

X 朝日新聞 9/7/200

2 

226 させるため、「子ども議会」を常設

する自治体が増えている。兵庫県川

西市や川崎市など 

では 、意見表明権をはじめ子

どもの権利を前面に掲げ

た条例を作った。 市民

の間には「子ど 

X 読売新聞 2/24/20

01 
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227 い」と強調する。しかし、衆院１区

で社民党が西村氏を支援する代わり

に、来夏の参院選 

では 民主党が社民党候補を推

す形の「衆参バーターが

検討されていく可能性は

ある」と野党関 

X 新潟日報 7/19/20

03 

228 人を一度確立できるような段階を経

なければならない。それが今まで日

本に欠けていたの 

では ないか」（哲学者の務台

理作氏）という意見が大

勢だった。 杉原誠四郎

・武蔵野女子大 

X 読売新聞 11/4/20

02 

229 作り、不妊の夫婦に提供するのを禁

じることを決めた。 昨年十二月の

旧厚生省の報告書 

では 認める方針を打ち出して

いたが、「生命の始まり

の受精卵が安易に作られ

かねない」との 

X 読売新聞 12/22/2

001 

230 なる」と語る。■将来性■ 新潟商工

会議所が昨年行った会員各社に対す

るＩＴ実態調査 

では 、三十人未満の中小企業

のパソコン導入率は六七

・二％にとどまってい

る。しかし、竹並 

X 新潟日報 4/22/20

01 

231 け、区民生活部長と国保年金課長の

２人を訓告処分にした。 同時に発

表した再発防止策 

では 、調査員が１週間分の調

査票を持ち歩く専用バイ

ンダーを作り、バインダ

X 毎日新聞 9/7/200

4 
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ーには鈴を付け 

232 らかにした。 非公開とするのは

「公開されて混乱が起きるのを避け

たいチリ政府の意向 

では 」（チリ大法学部教授）

との見方が出ている。米

ミサイル弾頭迎撃成功

【ワシントン１７ 

X 神戸新聞 11/19/2

005 

233 習量で臨むだけに、不安はぬぐえな

い。 加えて、高野淳が練習中に左

足の筋を傷め万全 

では ない。同校唯一の五千メ

ートル１４分台で、昨年

の全国大会は１区を任さ

れたが、今回は 

X 新潟日報 3/21/20

01 

234 款で進む。１０月にソウルで開かれ

たアジア太平洋経済協力会議（ＡＰ

ＥＣ）自動車会合 

では 、中国で車検制度と補修

を徹底すれば小型車の一

酸化炭素排出量を４割減

らせる、という 

X 朝日新聞 11/2/20

02 

235 い言葉の裏に、政治家による地元へ

の利益誘導がしばしば忍び込みま

す。 今度の予算案 

では 、財政立て直しのための

公共事業費抑制の中、整

備新幹線三線は、つじつ

ま合わせの財源 

X 中日新聞 12/26/2

004 
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236 の中退者数は８万９４６１人で前年

度より１万５４３３人、１４・７％

減った。実態は倍 

では チャイルドライン支援セ

ンター代表理事で俳優の

牟田悌三さんの話 学校

を対象にした調 

X 朝日新聞 8/23/20

03 

237 エーホークスに入団した先輩たちに

受け継がれてきた背番号「１８」を

継承。春季リーグ 

では 全日本選手権出場への原

動力となった。秋季は４

位に終わったものの、９

月２５日の福教 

X 西日本新聞 10/19/2

004 

238 年問題」の解消を狙い、最近強まっ

ている住民の都心回帰の傾向にも対

応する。東京だけ 

では なく、地方都市も補助対

象で、二〇〇三年度予算

に事業費を盛り込んだ。 

東京都心部で 

X 中日新聞 12/27/2

002 

239 時折高い木を見上げては「この木は

古いなあ、積もる雪に耐えてね」と

気遣った。 窯元 

では 、手ほどきを受けて金沢

の伝統工芸を体験。茶わ

んに「誠実」「和」など

の文字を熱心に 

X 高知新聞 12/30/2

004 
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240 かないことです。 経済環境が好転

しないことや、株式市況の低迷か

ら、最近のメディア 

では 極端な議論がしばしば見

受けられる気がします。 

そういう議論は、結論が

明快で、筋道 

X 中日新聞 2/6/200

3 

241 立てるよりありません。とてもじゃ

ないですけど、白９２と澄ましてい

られるような形勢 

では ないのです。黒９３と中

を備えられては、もう白

の勝てない碁になりまし

た」 部分的な 

X 神戸新聞 5/27/20

04 

242 って投票日から三十六日間も当選者

が決まらなかった二〇〇〇年大統領

選の再現になるの 

では ないかとの懸念が出始め

た。 南部ルイジアナ州

には、第一位の候補が有

効投票総数の５ 

X 琉球新報 11/3/20

02 

243 もと世界をつなぐ教材づくりや、小

学校からの英語教育などについて語

った。 公開授業 

では 、ネパールの水ガメに水

を入れて実際に運び、そ

の重労働を実感させる体

験学習などが行 

X 北海道新聞 11/12/2

005 
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244 相手の投げで体が宙に浮いた一瞬の

感覚が、肌にまとわりつく。五輪

後、得意の大外刈り 

では なく、あえて担ぎ技に磨

きをかけた。「柔道のス

ケールが大きくなるは

ず」と、９０キロ 

X 産経新聞 9/10/20

05 

245 るのか、日米首脳は解決策を示して

欲しかった。安全保障のための軍隊

そのものが、沖縄 

では 安全を脅かしているんで

す」と話した。「基地あ

る限り１人で歩けぬ」 

事件現場になっ 

X 朝日新聞 7/3/200

1 

246 る。農耕儀礼の芋煮会も有名で、文

化と深く結びついた食材だ。 旬は

八―十月で、市場 

では 今、九州産のわせ種が主

体。冷夏だったが雨に恵

まれたため生育は順調

だ。不作だった昨 

X 中日新聞 9/6/200

3 

247 と判断した。階段裏には飛散防止カ

バーを張った。 各校の給食をつく

る給食共同調理場 

では 、自動揚げ物機一基に断

熱材として使われている

ことが分かった。現在は

揚げ物をメニュ 

X 中国新聞 10/26/2

005 
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248 進出が目覚ましい。先に国土交通省

が行った調査によると、公共工事が

減少した建設業界 

では 中小・中堅業者四百八十

社のうち、百社近くが環

境に配慮した新素材の開

発などの環境リ 

X 産経新聞 5/3/200

4 

249 金ぱくを張った二種類を用意して、

同じデジタルカメラで撮影。 クレ

ーターを作った板 

では 影は確認できなかった

が、金ぱくの板は実際の

写真と同じように、ドー

ナツ状や半月状の 

X 北海道新聞 9/23/20

01 

250 教室とかすべてを引っ付けてのＮＰ

Ｏ化もある」。 現在クラブが事務

局を置く町民会館 

では 各種文化教室が開かれて

おり、これらとの合体に

よる「総合型」を念頭に

しているのだ。 

X 高知新聞 1/3/200

3 

251 してアマチュア無線やラジオの短波

放送にノイズなどの影響を与える可

能性があり、日本 

では 電波法で利用が規制され

ている。このため、電力

会社や電機メーカーは

「急がないと国際 

X 毎日新聞 1/7/200

5 

252 もそのはず、議員は立候補予定者の

全国選対本部長。おひざ元だけに

「みっともない集客 

では 済まない」というわけ

だ。「なじみ薄い」 非

拘束名簿式は、六年前ま

X 高知新聞 6/29/20

04 
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での「拘束名簿式 

253 めや夫に仕え、家を守ってきた。今

までの自分を否定されたようでつら

い」「家事を進ん 

では しない夫に、してと言う

のはしんどいし、自分も

この年になって経済力を

持てと言われて 

X 神戸新聞 7/23/20

01 

254 た人気演芸番組の名場面や名人芸を

映像で楽しむスペースも併設してい

る。お笑い写真館 

では 合成記念写真であこがれ

の芸人とのツーショット

も。 明治以降の歴史を

たどる展示室で 

X 産経新聞 7/7/200

4 

255 ように、小泉首相が菅直人氏や志位

和夫氏からやりこめられて具合が悪

いということだけ 

では ない。そもそもアメリカ

がイラク戦争に走るのを

たしなめて国連決議を得

させようとし、 

X 朝日新聞 6/17/20

03 

256 では１１０マイル（前週より７０マ

イル離岸）付近にあって「著しく離

岸」、室戸岬南沖 

では １０マイル（前週より２

マイル接岸）付近にあっ

て「接岸」している。 

表面水温は、黒 

X 高知新聞 4/22/20

04 
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257 の操船技術を身につけ、免許取得を

目指した人もいた。 しかし、従来

の「船舶職員法」 

では 、学科試験や実技と共

に、「屈伸運動」や「つ

ま先立ち」などの身体検

査が定められてお 

X 読売新聞 5/17/20

02 

258 飾られる一方で、銅にうるしを施し

た大きなオブジェなども。 壁に飾

られた展示物の中 

では 、燕産地が得意とする片

切り彫りという技法を使

い、彫刻刀で木版を彫っ

たような彫り跡 

X 新潟日報 8/20/20

04 

259 個々人の業績で評価し処遇に反映さ

せる傾向にあり、従業員は会社の中

で孤立しているの 

では ないか、ということ。そ

してその背景には、若い

人たちの組合離れがあ

り、特に汗臭い男 

X 朝日新聞 7/30/20

02 

260 督も「点差はついたが、完敗ではな

い。次につながる内容だ」と話し

た。 ４年前の長野 

では ５位、２年前の世界選手

権では４位。じわじわ

と、着実に前進を続けて

きた日本に焦りは 

X 読売新聞 3/9/200

2 

261 か。ムーンライト・ウオーク（ＦＭ

・α＝後８・０） 「ウオーカーズ・

セレクション」 

では 、二十日にアルバムを発

表するペット・ショップ

・ボーイズを特集。同作

X 京都新聞 3/5/200

2 
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は一九八〇年代 

262 いる。 「レベル５」のまま米本土

に上陸したハリケーンは過去三つ。

カトリーナは海上 

では 「レベル５」まで発達し

たが、上陸時は「レベル

４」とやや勢力を弱めて

いた。〈関連記 

X 読売新聞 9/22/20

05 

263 めとする生活習慣病のリスクが生じ

ます。 一方、飲料のみで間食をし

ないと、食事から 

では 摂りきれないさまざまな

栄養素を補うという幼児

期の間食の目的が果たせ

ません。 飲み 

X 産経新聞 2/24/20

04 

264 対して、公開は市の条例に従って開

示しなければならない受け身的なも

の。矛盾するわけ 

では ない」と説明している。

５３６頭が陰性道内狂牛

病検査 狂牛病の全頭検

査で、道は二日 

X 北海道新聞 11/3/20

01 

265 ーカ堂）との声も上がっている。役

割や待遇見直し必要 ただ、重用は

されても、処遇面 

では 問題も残っている。パー

ト職員が管理職などにな

った場合、時給の上積み

はあっても、賃 

X 読売新聞 12/4/20

03 
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266 、「ぜひ自分も」と、オリンピック

でのメダル獲得を強く意識してき

た。初出場のアテネ 

では 「銅」だったが、今後に

向けて大きな自信になっ

た。次の北京では、世界

新記録で金メダ 

X 河北新報 1/18/20

05 

267 に残しておくだけで逮捕される。子

供を守るのは親だけという意識が徹

底している。日本 

では やり過ぎなのか、子供も

ブーブー不満を言うが、

長崎市の事件があったば

かりなので、何 

X 毎日新聞 8/28/20

03 

268 もあるようだ。 山崎氏の党内の権

力基盤は弱く、「山崎氏が『了解』

と言っても決まり 

では ない」（森派幹部）とも

言われる。 加えて、山

崎氏は新たなスタイルで

政権運営を進め 

X 読売新聞 5/21/20

01 

269 た。ほかに月額１００万円の文書通

信費が支給されるが、所得とは見な

されず、報告対象 

では ない。公開の基準 国会

議員資産公開法に基づ

き、３０日から公開され

た衆参両院の報告 

X 新潟日報 7/1/200

3 

270 に開幕する。北朝鮮は今月初めの南

北実務協議で選手団を派遣すること

を表明した。韓国 

では 北朝鮮国旗の掲揚は違法

とされるが、大会期間中

は競技場や北朝鮮側宿舎

X 朝日新聞 8/18/20

02 
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に限って掲揚を 

271 が担うＪＫ新時代のいまと将来を展

望する。■テレビ 日本で四、五日に

放映され、韓国 

では 十五、十六日に放送され

るテレビドラマ「フレン

ズ」。ＴＢＳと韓国文化

放送（ＭＢＣ） 

X 中国新聞 2/6/200

2 

272 ができるのかという指摘もないわけ

ではない。 しかし、この二百日を

無為に過ごしたの 

では 、産地や生産者の足元が

さらに揺らぐことにな

る。何よりも問われてい

るのは、二百日後 

X 新潟日報 5/6/200

1 

273 然水やお湯で割り、毎日少しずつ飲

んでもらいたい。焼酎感覚なので若

い人にも受けるの 

では 」と話している。【中村

牧生】５人にプレゼント 

抽選で５人に「月山こく

わ酒」と月山 

X 毎日新聞 9/20/20

04 

274 闘し、後に数々の選手を育てて二年

前に亡くなった ▼「この競技は日

本人は勝てないの 

では 」とずっと思っていたそ

うだ。「スタイルも表現

力も違う」と。だから一

九八九年のパリ 

X 中日新聞 12/27/2

005 
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275 労災は厚生労働省の分類では、加害

者が存在する「第三者行為災害」に

あたり、認定審査 

では １加害行為と業務との関

係２被災の場所と時間―

が重要な基準とされる。

今回のように被 

X 西日本新聞 12/31/2

001 

276 見方は正しい。しかし、だからとい

って米国の政策を非難だけしていれ

ばいいというわけ 

では ない。消極的行動ではな

く、何ができるかを考え

なければならない段階に

きている」―  

X 朝日新聞 10/23/2

002 

277 とのくちびるなつかしきかな吉井勇

変わっても同じ人だし変わらずにい

てももうあのころ 

では ないし真由美 忘れられ

ない人というか、その後

の人生にいや応無しに影

響を与えた特別 

X 中日新聞 4/25/20

04 

278 層厳しいチーム内競争を経て選手た

ちはさらにレベルアップを遂げる。

荻野監督は「全国 

では メンバーが３人は入れ替

わるかもしれない。今日

は通過点にすぎない」と

淡々と話した。 

X 京都新聞 11/7/20

05 

279 発に乗り出した。 プエルトリコ人

は一般に政治に対する関心が高く、

島で行われる選挙 

では 投票率は８０％を超え

る。しかし米本土に渡っ

た途端、仕組みの違いや

X 朝日新聞 7/20/20

04 
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言葉の壁、仕事に 

280 ースの営業損益は五十八億五百万円

の赤字となり、初めて営業赤字を計

上した。 事業別 

では 、主力の繊維が国内向け

を中心に販売量、価格と

もに低下。また情報技術

（ＩＴ）関連向 

X 中日新聞 5/14/20

02 

281 から実を付けだす畑を前に、農家は

苦悩を深めている。 サクランボ生

産量日本一の同県 

では 、これまでにも二、三キ

ロ盗まれたことはあった

が、昨年は一晩に約五百

キロの被害にあ 

X 高知新聞 5/8/200

4 

282 鼓舞する。だが、大統領に献身的な

民兵組織によるゲリラ戦術も、長期

間持続できるもの 

では ない。 首都バグダッド

防衛の主力は一万五千の

精鋭部隊・共和国防衛隊

で、非常に限ら 

X 北海道新聞 4/3/200

3 

283 、ボブスレーの４競技１６種目を実

施した。２０回目を迎える来年２月

のトリノ冬季五輪 

では ７競技８４種目が行われ

る。欧州と北米以外では

日本での開催しかない。

第１１回は７２ 

X 高知新聞 11/14/2

005 
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284 終わりなら、どの瞬間も終りではな

いから。 三点は、サッカーでは大

量点だが、バスケ 

では 極端な少得点である。バ

スケでも、得点は選手と

観衆を興奮させはする

が、一つずつのゴ 

X 高知新聞 6/21/20

02 

285 、ドイツのシュレーダー首相も国内

選挙の連敗で苦境にあり、今秋にも

予定される総選挙 

では 、政権交代も予想され

る。このため、「英国

は、ドイツの新政権と協

調するつもりで、今 

X 北海道新聞 6/19/20

05 

286 質的に２度目の「ノー」を突き付け

られた。このような法案なら与党は

今後も提出すべき 

では ない。危うさをはらんだ

法案はご免だ。次期衆院

選共産新方針が波紋小選

挙区 与党に警 

X 毎日新聞 7/27/20

05 

287 資産税の減免を、売り上げが落ちた

商店などにも適用した。前例がな

く、最後まで「違法 

では ないが、好ましくない」

としていた自治省（当

時）を押し切っての決断

だった。 人口３ 

X 朝日新聞 6/24/20

01 

288 がり。うだるような暑さを、せみ時

雨が助長する。少しでも涼を得るた

め、風呂場や流し 

では 大きなスイカを流水に当

てて冷やしてある。包丁

でざくりと切り分けて、

X 中日新聞 6/13/20

03 
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一家そろってか 

289 工藤が本塁打、４番江本が打点を記

録するなど復活の兆しを見せた。井

田主将は「甲子園 

では 、序盤から得点して、好

永を楽にする」と意欲を

燃やす。 春夏連続の甲

子園は、好投手 

X 中国新聞 8/1/200

5 

290 現場の声を十分聴いて進めてもらっ

た。このプロセスこそが新しい」と

強調する。 学校 

では 特別扱いしないエリート

候補生も、生活面や精神

面では特別な配慮が求め

られる。多感な 

X 河北新報 2/5/200

5 

291 係者も参加し、生存への望みを祈り

に託した。 「米国のための祈り」

と名付けられた式 

では 、キリスト教、ユダヤ

教、ヒンズー教など各宗

教の聖職者がステージに

並び、それぞれの 

X 北海道新聞 9/25/20

01 

292  今回の「美女と野獣」はセットや

振り付けなど従来のショー全体をリ

ニューアル。日本 

では 七月から、札幌を皮切り

に公演がスタートする。

高知は十月十六日から二

十一日まで十三 

X 高知新聞 4/30/20

03 
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293 た。その日から事件の犯人にされ、

一年後に、オウム教団の組織的犯行

と言われても、頭 

では 理解できても、実感がな

い。自分にとって、サリ

ンにて重傷を負ったこと

よりも、その後 

X 神戸新聞 2/20/20

04 

294 浜高時代の松坂大輔（西武）を超え

た。 １５０キロ近い速球を披露す

る高校生は、最近 

では 珍しくない。では田中の

何がすごいのか。巨人・

大森剛スカウトは「スラ

イダー、フォー 

X 読売新聞 11/25/2

005 

295 総額二十六億円を計上した。地域の

高速ネット網の普及に七十二億円。 

経済産業省関係 

では 、次世代半導体基盤技術

など情報通信分野の研究

開発投資を百二十四億円

に増額。新規事 

X 神戸新聞 12/25/2

001 

296 ようだった」との談話を発表した。 

巨人の行為は、社会的に理解を得ら

れる性質のもの 

では ない。ただ、常識外れの

金額が乱れ飛ぶ新人獲得

合戦にあって、二百万円

の授受でオーナ 

X 産経新聞 8/14/20

04 

297 たが、この日は後続を左飛に打ち取

って切り抜けた。 「最高の仕事を

してくれた。地元 

では いい投球をしている」と

いうピネラ監督の言葉通

り、これで５勝のうち４

X 毎日新聞 6/29/20

05 
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勝が本拠地だ。 

298 大学教授（地震地盤工学）は、「山

古志村周辺は全国でも有数の地滑り

地帯。今回の地震 

では 、一部で土石流化してい

る感じだ」という。その

要因として、直前の大雨

を指摘する。  

X 朝日新聞 10/25/2

004 

299 九五年の阪神大震災は、地震学者ら

に大きな決断をさせた。「今の学問

水準、蓄積データ 

では 、とても地震予知はでき

ないことを認めよう」

「かわりに、全国の活断

層を調査し、長期 

X 読売新聞 2/12/20

02 

300 した。公明党の冬柴鉄三幹事長は

「自公は参院で安定多数を確保して

おり、決定的な敗北 

では ない。小泉首相の下で堂

々と今までの政策を進め

てほしい」と強調した。 

与党は八月の 

X 新潟日報 7/12/20

04 

301 意識の外に置いていた。 迎え入れ

た走者は一人だけでも、大切な同点

の生還。「それま 

では 景気づけようと（本塁打

を）狙っていたんですけ

どね」 同じ一死満塁か

ら、二番の水口 

X 琉球新報 4/29/20

01 
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302 飯を食べていると、そうだ、あの方

法でやれば、夢の３００ヤードショ

ットを味わえるの 

では ないかと閃（ひらめ）い

た。 それは４番ウッド

とＰＷで打った距離を合

わせれば、プロ 

X 朝日新聞 6/15/20

01 

303 ですみかが奪われた動物を救うこと

に挑む。ケニアの動物保護区スウィ

ートウォーターズ 

では 、電流の流れるフェンス

に守られ、二十二頭のチ

ンパンジーが暮らしてい

る。ここで暮ら 

X 京都新聞 3/5/200

2 

304 厚労省の中野渡課長補佐は「墓埋法

の規制対象外ですが、相談を受けた

場合には、住宅街 

では 、たとえ自分の庭でまい

ても風に吹かれてトラブ

ルになったり、また海上

の場合は養殖場 

X 毎日新聞 8/10/20

05 

305 ルは新聞社から匿名で死者について

の記事を書く仕事を頼まれる。あり

きたりの死亡記事 

では ない。まだ健在の政治家

や財界人、軍人の追悼文

を予め作っておくのであ

る。彼は生活の 

X 毎日新聞 11/7/20

04 

306 を上げて存続することを決めた。 

富山県などの調査（９９年）では、

富山・高岡都市圏 

では 、１日の移動で主な手段

として自動車を使う割合

は７２％。保有台数がほ

X 朝日新聞 2/4/200
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ぼ同規模の福井 

307 が注目される。自民、民主両党の推

薦・支持候補が対決する選挙区も半

減した。 市議選 

では 前回、自民党が公明、共

産両党を下回る過去最低

の八百八十一議席で三位

に転落した。今 

X 読売新聞 4/27/20

03 

308 ョンは、世界トップマジシャンらの

早業や神業の数々を一挙公開する。

レスキュー９９９ 

では 、思わぬ事故に遭遇した

が、的確な判断と応急処

置によって一命を取り留

めた人たちの救 

X 河北新報 1/31/20

05 

309 世界を歩く国際問題評論家として知

られる。 「一九七〇年代のオース

トラリアは、日本 

では ほとんど注目されていな

かったが、パブに行き、

労働者とけんかし、はち

ゃめちゃな生活 

X 新潟日報 11/29/2

002 

310 は価格、量ともほぼ問題ないという

ことが大きく作用してしまったとも

いえる。住民投票 

では 「ノー」原子力 原子力

を巡ってはふたつの住民

投票が行われた。ひとつ

はプルサーマル 

X 読売新聞 12/28/2

001 
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311 で、十日午前零時四十分の見通し。

もっとも遅いのは同午前三時半の熊

本県。ブロック別 

では 、東北、南関東、北信

越、中国が同午前二時

に、北海道、北関東、東

京、東海、近畿、四 

X 新潟日報 11/5/20

03 

312 い。ただ事前に相談してほしかっ

た」と述べるなど積極的に賛成した

とは言い難い。派内 

では 「二人が補い合って協力

しないと、結局、大派閥

に利用されるだけだ」

（ベテラン議員） 

X 神戸新聞 8/30/20

01 

313 き。情報誌に目を通して吉。★乙女

座（８・２３〜９・２２）異性と意

見の対立あり。口 

では 勝てないので降りて吉。

★天秤座（９・２３〜１

０・２３）情報集めが

鍵。インターネッ 

X 毎日新聞 7/20/20

02 

314 ッカー）、市体育館（バスケットボ

ール）、青葉山公園庭球場（ソフト

テニス）の４会場 

では 、合わせて１５００個近

くのスタンプが押され

た。市実行委は「予想以

上の出足」と喜ん 

X 河北新報 10/15/2

001 

315 やすくなるのです。 ただし、３条

件がそろっても必ずしもアルツハイ

マー病になるわけ 

では ありません。なりやすさ

が他の人より３〜５倍あ

るという程度です。 ア

X 毎日新聞 8/12/20

04 
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ミロイド βたん 

316 参院選で自民党苦戦との観測から政

局不安も台頭しており、中堅証券は

「選挙が終わるま 

では 期待薄」としていた。 

▽エプソンが反発。二〇

〇五年三月期の連結経常

利益が一千億円 

X 高知新聞 7/7/200

4 

317 の知事選で作家の田中康夫氏が政党

相乗り候補を打ち破った「長野ショ

ック」。今、同県 

では 、各陣営の無党派層取り

込み合戦が激しさを増

す。 「県政の変革を国

政につなげられる 

X 毎日新聞 7/11/20

01 

318 察官一人ひとりの仕事への意識改革

も必要だ。しかし、ハードな業務を

強いられてばかり 

では 、意欲もわかないだろ

う。提言を忘れずに、今

回の増員が現場の士気の

高揚と国民の信頼 

X 琉球新報 8/25/20

01 

319 な住宅では、三―四キロワットのシ

ステム一式で二百万―二百五十万

円。二〇〇五年度ま 

では 申請すれば国の補助金も

利用できる。 太陽光発

電システムと「オール電

化」を組み合わ 

X 中日新聞 1/9/200

4 
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320 んだか酸っぱかった」の表現も苦み

のあるグミよりウグイスカグラと合

う。さらに軽井沢 

では ウグイスカグラ類はグミ

と呼ばれているから。 

宇都宮貞子著『草木おぼ

え書』にも、こ 

X 産経新聞 2/28/20

01 

321 令子（大阪・四天王寺高）は１回戦

で敗れた。 男子シングルス決勝ト

ーナメント２回戦 

では 田崎俊雄（協和発酵）が

真田浩二（ＫＴＴＣ）に

４ ‐３で競り勝ったが、

３回戦でスウェ 

X 河北新報 2/22/20

02 

322 期までさかのぼる。名前の由来は、

海部郡神守村越津（現津島市）とい

う集落名から。今 

では 、江南市から海部郡まで

の木曽川流域の一帯で栽

培されている。木曽川が

運んだ砂ででき 

X 中日新聞 12/20/2

002 

323 。八月末まで署名集めを続け、日本

プロ野球機構に郵送する。 飯塚会

長は「一リーグ制 

では 日本シリーズなどがなく

なり、地方拠点のカープ

は埋没しそう。署名集め

を通じ、もっと 

X 中国新聞 8/23/20

04 
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324 入っても辛抱強く、決定的なシュー

トチャンスを探ってパスを回した。 

良い悪いの問題 

では ない。アーセナルはそれ

で昨季のタイトルをとっ

た。が、マンＵとの直接

対決、ベンゲル 

X 読売新聞 5/9/200

3 

325 ＧＯ団体によると、平成十二年の衆

院選では十選挙区で開催されたが、

今回は激減。東京 

では 今回もほとんどの選挙区

で開催されており、同団

体では「大阪の有権者に

ももっとがんば 

X 産経新聞 9/6/200

5 

326 う。ハイテク関連株を中心に堅調に

推移しているが、米国でテロ発生の

懸念が消えたわけ 

では ないので、「一本調子に

上がることはなく、様子

見気分に落ち着くはず」

というのが市場 

X 高知新聞 7/5/200

2 

327 止することを意味するものと考える

ようである。 ただ、「止」は、抑

止、制止を示す字 

では ない。あくまで進軍のこ

とをいう。 「正」もま

た、「止」の形をとどめ

る字であり、城 

X 産経新聞 11/12/2

005 

328 る。第３世代になると完全に社会に

同化します」。カナダは英国のよう

なすみ分けの共存 

では なく同化政策をとってい

るが、移民が完全に溶け

込むには３世代かかると

X 毎日新聞 8/13/20

05 
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いうことだろう 

329 中央アジアなどで各機関が競い合う

ように同じ国に貸し出すケースが見

られるため、会合 

では 重複を避けて援助の効率

化を図るよう、各機関に

協調を要請する。●エイ

ズ・最貧国対策 

X 朝日新聞 7/5/200

1 

330 見ている。見きわめるまでは、決し

て敵に回さない。味方か敵かを決め

ても、峻烈なわけ 

では ない。敵と見られた人間

は、次第に影が薄くな

り、消えていく。 兄に

とって、無害な人 

X 北海道新聞 12/29/2

003 

331 ラス部▽津軽三味線▽男女ボーカル

ユニット「ＵＮＩＴＥ（ユナイ

ト）」。展示コーナー 

では ジャンボ月見飾りが登場

するほか、秋の七草展示

なども。模擬店で月見そ

ば、月見だんご 

X 神戸新聞 9/13/20

05 

332 キロの高速鉄道計画など巨大プロジ

ェクトもめじろ押しだ。 三井物産

は、高速鉄道計画 

では 三菱商事、川崎重工業、

新日鉄などで組織する

「日本連合」の中核メン

バー。日本企業の 

X 新潟日報 6/2/200
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333 きっかけになり、自分たちでさらに

活動の輪を広げようと、研究所を設

立した。 研究所 

では 、不登校ＯＢがカウンセ

ラーとなって、不登校の

親子からの相談を受ける

「相談カウンセ 

X 産経新聞 10/23/2

001 

334 サブ拠点構想の実現は無理」「住民

へ説明もなく、今度は首長発議での

合併を進めるべき 

では ない」と遠藤町長に批判

が相次いだ。 遠藤町長

は「合併を求める町民の

思いは変わらな 

X 中国新聞 3/20/20

03 

335 出を認めていた四十二年の佐藤内閣

当時の三原則に戻すべきとの意見が

相次いだ。 会合 

では 「ミサイル防衛（ＭＤ）

を米国と進め、米国以外

の国と装備の共同開発を

するのは、死の 

X 産経新聞 7/14/20

04 

336 ート」（ニッポン放送）が二十七日

で、五十年の歴史に幕を下ろす。同

番組は、民放の中 

では 最長の音楽番組で、終了

が目前に迫った今、番組

を再評価する声が高まっ

ている。番組で 

X 中国新聞 3/3/200

5 

337 のモニターの表示用文字である。こ

れの制約はさらに大きく、二百ビッ

ト強である。これ 

では 、縦と横方向は十六ドッ

トの割り当てとなり、縦

横とも画数が８本の漢字

X 神戸新聞 11/26/2

001 
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しか表現できな 

338 者を対象に、ハート形イルミネーシ

ョン前での記念撮影やミニコンサー

トを開く。同ビル 

では 二―四月のすべての十四

日に入場したペアを対象

に、ヘリコプターによる

大阪遊覧飛行の 

X 産経新聞 2/8/200

4 

339 れた言葉によって直感として与えら

れるものに神経を集中すること。周

辺の事情や資料に 

では なく、作品と作者を凝視

することである。もちろ

ん、過去の研究資料を無

視しているとい 

X 毎日新聞 7/27/20

03 

340 屋の損壊は計３１３４棟、火災は１

１棟に上った。 全村民への避難指

示が出た山古志村 

では 、同日早朝から、自衛隊

のヘリによる住民の長岡

市への避難が本格化して

いる。住民は長 

X 朝日新聞 10/25/2

004 

341 ことで、一人一人を尊重したケアが

可能になるからだ。大人数が暮らす

従来の老人ホーム 

では 、時間通りに食事や入浴

を終わらせようとスタッ

フは走り回り、痴呆のお

年寄りは不安に 

X 読売新聞 6/19/20

02 
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342 たれるという観念的なもので、核ミ

サイルを実際に迎撃する物理的な手

段を指しているの 

では ない」との理由からだ。

記述は「米国の核抑止力

と相まって」と変更され

た。 一方、外 

X 新潟日報 12/11/2

004 

343 うれしくなる。 ほかにも華やかな

野鳥、多様なヤシの木など、マダガ

スカルには、よそ 

では 見られない固有の生き物

が多い。大陸から四百キ

ロ離れた孤島で、独自の

進化を遂げた結 

X 高知新聞 11/29/2

001 

344 身の「小鹿島慈恵医院」を設立。日

清戦争後の講和条約で日本の植民地

となっていた台湾 

では ３０年、台湾総督府が楽

生療養院の前身「楽生

院」を置いた。 小鹿島

の療養所の定員は 

X 朝日新聞 10/20/2

005 

345 落 日本ハムの新たな牛肉偽装が明

らかになったことから、二十一日午

前の東京株式市場 

では 、同社株が一時前日比五

十二円安の八百九十五円

まで売り込まれ、大幅続

落した。旧ミド 

X 京都新聞 8/21/20

02 

346 １９０条違反にならないと一般に考

えられる」と話す。 こうした解釈

から、散骨の現場 

では 主催する団体や業者が混

乱がないよう自主的にル

ールやマナーを作り、行

X 毎日新聞 8/10/20

05 
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っているのが実 

347 水利用に供せる。半世紀前のテヘラ

ンではほとんどの用水をカナートに

頼り、イラン全土 

では 総延長で地球７周半（約

３０万キロ）ともいわれ

ていた。 しかし、５０

年代を境にテヘ 

X 毎日新聞 8/22/20

04 

348 勢見通しは２・５％程度である。潜

在成長力に近い数字であろう。名目

成長も１％程度ま 

では 回復するであろう。 そ

うであるならば、日米と

もに早急に金融政策を正

常化する準備に 

X 毎日新聞 11/2/20

03 

349 に植えます。日当たりや水はけの良

い場所が適しています。 植え付け

の深さは、地植え 

では 、球根の高さの二倍から

三倍が一般的です。鉢の

場合は、十分に根を張る

ことができるよ 

X 読売新聞 5/8/200

3 

350 ）の畑を視察した。 田中理事長は

組合の取り組みについて「工場で大

量生産される豆腐 

では なく、材料を吟味して丁

寧に作った『お豆腐』で

給食を作ってもらい、子

どもたちに伝統 

X 河北新報 11/11/2

005 



 
 

 
 

UNIVERSITAS DARMA PERSADA 
 

351 インタビュー集。宗派に応じ、人に

応じてて語る教義は異なるが、人間

に仏性を認める点 

では ほとんど一致し、日本仏

教が人間肯定から始まる

実践的な宗教であること

を明らかにして 

X 高知新聞 11/14/2

004 

352 」を打ち出したことだと理解されて

いる。 五月に発表された「新国家

エネルギー政策」 

では 、現状について何度とな

く執ように、石油危機以

来最大のエネルギー危機

状況と指摘して 

X 読売新聞 12/28/2

001 

353 拠出を容易にするため、新たな国連

安全保障理事会決議の是非を検討し

始めた。 イラク 

では 月約四十億ドル（約四千

八百億円）の駐留経費に

加え、治安の急速な改善

が見込めず、駐 

X 河北新報 7/26/20

03 

354 のバーミヤン、北部のアイバクなど

の地方都市でも奪還は時間の問題と

いう。 北部同盟 

では 「一週間以内に首都カブ

ール進撃作戦を始めた

い」としており、バーミ

ヤンなどの拠点確 

X 産経新聞 10/13/2

001 

355 用車両を、朝のラッシュ時にも運行

させると発表した。朝の女性専用車

両の運行は、東京 

では 初めて。 実施は４月４

日から。平日の午前７時

半〜９時４０分に新宿駅

X 読売新聞 3/10/20

05 
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を通る上り線の 

356 ９１年４月施行。「児童生徒の優れ

た個性を発見し、心身共に健全な子

どもを地域ぐるみ 

では ぐくむ」「献身的に家庭

内で努力した人や町づく

りに貢献した人らを表彰

する」の２点を 

X 河北新報 7/5/200

1 

357 うえで「漏えいへの政府の関与はな

い」と強調した。しかし一部の国民

や西側外交団の間 

では 、軍や政府の関与なしに

科学者個人が最高機密の

核技術の持ち出しが可能

かとの疑念が残 

X 毎日新聞 2/5/200

4 

358 た。今は学ぶべき知識が増えたから

勉強せねばいけないが、知識だけを

受け身に教わるの 

では いけない。 X 中日新聞 6/3/200

3 

359 室の教職員は行事の準備に追われ、

誰もカメラ映像を見ていなかった。 

「職員数は十分 

では なく、モニタリングには

限界がある」。別の小学

校の校長は実情をこう語

る。大半の学校 

X 毎日新聞 2/21/20

05 

360 、西弁護士も「沖縄の歴史を踏まえ

れば、『自分たちとは関係ない』と

は言い切れないの 

では 」と言う。ハンセン病訴

訟争点表ハンセン病訴訟

関連年表１９０６年 全

X 琉球新報 5/10/20

01 
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国らい一斉調査 

361 わった。開発庁職員として知事とし

て、戦後の北海道開発とともに生き

たといっても過言 

では ない。 そうした「開発

の役人」 「技術屋」イ

メージが強かったせいも

あっただろう。 

X 北海道新聞 2/3/200

4 

362 会、あるいは席亭が「そろそろ彼を

真打ちに」と推薦、話し合って判断

している。 大阪 

では 大正末期まであった。戦

後に復活が取りざたされ

たが、いきなり若手がラ

ジオなどで活躍 

X 産経新聞 6/18/20

05 

363 にかけた沖合で、２０センチほどの

スルメイカが１０―２０匹。明け方

がいい。河口近く 

では ２０―３０センチのアジ

が３０―５０匹釣れる。

小さなキスをえさにヒラ

メが１、２匹上 

X 新潟日報 7/6/200

1 

364 っては金メダルより、最高の選手に

勝つことが大切なんだ」 力を出し

切って敗れたわけ 

では ない。敗者と呼ぶには、

あまりに残酷な幕切れだ

った。男子５００メート

ル１回目、スタ 

X 中日新聞 2/12/20

02 



 
 

 
 

UNIVERSITAS DARMA PERSADA 
 

365 ％を４・２ポイント上回り、全国平

均の８９・０％より３・４ポイント

高かった。男女別 

では 男子が９４・０％、女子

が９０・１％。就職率が

９０％を超えたのは一九

九七年以来、七 

X 中国新聞 5/21/20

04 

366 うとはいえ、逮捕と不起訴では結論

がかなり違う。与党よりも野党に厳

しくなっているの 

では ないか」と語り、捜査当

局の対応を批判した。 

X 朝日新聞 8/6/200

3 

367 る。購入補助やレンタルも 自治体 

排ガスがなく環境への負荷が少ない

と、地方自治体 

では 電動自転車の試験的な導

入が進む。 ヤマハの本

社がある静岡県磐田市で

は、１２月１日 

X 朝日新聞 11/6/20

03 

368 に精度が必要で、その面で未熟すぎ

た。（大塚幸）自信消え悪循環 試

合後も、ゴール裏 

では 赤いかっぱ姿のサポータ

ーが小さなひとかたまり

で応援を続けていた。Ｊ

２降格がもはや 

X 高知新聞 10/20/2

002 

369 古墳７後円部は４段築成 宮内庁書

陵部が平成十三年に刊行した「書陵

部紀要五十二号」 

では 、大山古墳（大阪府堺

市、仁徳天皇陵）につい

ての墳丘の調査（観察）

結果が詳細に報告 

X 産経新聞 11/12/2

005 
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370 督は０２年Ｗ杯で韓国を率いたヒデ

ィンク監督同様、組織力を重視す

る。 「短くつない 

では ロングパスで相手を崩す

攻撃的なスタイル」 ０

２年同様に３―４―３の

システムを採用 

X 朝日新聞 5/17/20

05 

371 で「国民の関心も薄れてきた」とい

う反省もある。 もっとも、早期提

出論が消えたわけ 

では ない。「首相退陣を前提

とした不信任案否決」と

いう矛盾した状況に与党

を追い込むのも 

X 朝日新聞 2/25/20

01 

372 与えてくれない社会に出て行かなけ

ればいけない。だから安易な方に行

く」― 北星余市 

では 、どう指導するんです

か。 「いじめ、万引、

さぼり…二年前の大麻事

件も大きな試練で 

X 北海道新聞 10/18/2

003 

373 が出ると多くの路線に影響が出るた

め運転士への心理的プレッシャーも

大きい。関西なら 

では のサービスかもしれない

が、ダイヤはもっと単純

化されるのが望ましい」

と指摘している 

X 神戸新聞 4/28/20

05 

374 をはじめ、モンゴル人留学生ナラン

バタ、１年影山の３人とも旧チーム

からの主力。実績 

では 一番手だ。きん差で続く

のは高校総体、国体優勝

メンバー２人が残る埼玉

X 高知新聞 3/6/200

3 
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栄、弘前大会準 

375 や二回でもステージに。でも、よろ

よろ立って、変なふうには絶対にや

りたくない。自分 

では まだやれると思っている

の。八十になって、まだ

艶のある声が出るのは、

自分でも不思議 

X 産経新聞 8/15/20

01 

376 たが、パワーも増えました」とエン

ジン全開のバースデーライブを披露

した。 ステージ 

では 、最新シングル「ペルセ

ウス」をはじめ新アルバ

ム「ＧＡＴＥ〜ｓｃｅｎ

ａⅢ〜」の収録 

X 中国新聞 9/6/200

3 

377 、自主的に画調を暗くするなどの処

理をした。しかし修正勧告は、レイ

プ後に映る男性器 

では なく、別の場面でベッド

で穏やかに目覚めた後に

立ち上がった瞬間の男性

器。 事例４。 

X 毎日新聞 3/2/200

4 

378 要請、ホテルのあっせんなどをする

非営利組織。米国で４０年代後半に

始まった。 日本 

では 昨年２月に大阪市で初め

て誕生、以後神戸、横

浜、北九州、金沢、富山

県高岡、長野県上 

X 朝日新聞 7/8/200

1 
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379 、この碁に限っていうと、「やや趣

向に走りすぎ」との大矢九段評があ

る。たとえば白６ 

では 、右下空き隅に先着する

のがふつうだし、白８で

は右上の一子を動き出す

のが常識的か。 

X 神戸新聞 7/27/20

01 

380 ポイント程度上回ると予想。 各州

の投票日前の事前投票に訪れる人も

多く、フロリダ州 

では 事前投票が二百万人に達

する勢いだ。ウィスコン

シン州で支持を訴えるブ

ッシュ氏（上） 

X 産経新聞 11/1/20

04 

381 たが、今年春の日本選手権五十メー

トルで優勝。世界選手権に出場し、

ユニバーシアード 

では 四百メートルメドレーリ

レーで銀メダルを獲得し

た。  オフシーズンに

は、子どもたちへ 

X 中国新聞 8/30/20

05 

382 監督は「棟田、鈴木には内容のある

勝ち方をして欲しい」と期待する。

ただ優勝するだけ 

では 満足してもらえない。井

上不在の今大会。エース

にふさわしい戦いが、２

人に求められて 

X 朝日新聞 1/10/20

03 

383 たのがなぜか忘れられない。あの日

から間もなく三十年。沖縄の諸相は

激変したが、一方 

では るか昔の琉球も息づいて

いた。浅見 恭弘記者

（来週は島根・津和野）

X 読売新聞 4/11/20

02 
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上層農家の形式を 

384 を見せた。 初土俵から１１場所目

での十両優勝は、年６場所制となっ

た１９５８年以降 

では 、元大関小錦に並んで１

位（幕下付け出しを除

く）のスピード記録。

「もっと強くなりた 

X 河北新報 7/19/20

04 

385 心筋細胞そのものは悪くないのに、

心臓のまわりの動脈に病変がある。

こうなれば心臓病 

では なく、血管病（アンジオ

パシー）といったほうが

適切であろう。たとえは

よくないが、車 

X 京都新聞 9/5/200

1 

386 が殺到。延べ一万四千人で約六万棟

を調べ直した。再調査発生率は同市

で１５％。芦屋市 

では ３１％にもなったとい

う。 同センターの研究

員堀江啓さんは「多くの

職員が調査に忙殺 

X 神戸新聞 6/30/20

04 

387 しっかり塗って」などと声援が飛

ぶ、周りの大人たちの方が熱中して

いるようだ。 審査 

では 、ホテルのシェフや家庭

科の先生などがはしを付

ける。満足げにうなずい

たり、ちょっと 

X 新潟日報 10/29/2

002 
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388 服のデザインを募集することになっ

た。１７日、福岡市で始まった国際

宇宙会議の開会式 

では 宇宙服のファッションシ

ョーも開かれ、主催者は

コンテストへの参加を呼

び掛けた。 開 

X 毎日新聞 10/17/2

005 

389 なぁ、大学３年でこんな予言を書く

なんて、それにしても今の時世にも

そのまま通じるの 

では ないか。猫も杓子も「改

革」を唱えて１０年、し

かし「不戦」「非戦」の

誓いまで揺るが 

X 朝日新聞 8/17/20

04 

390 会人にとけ込むのに時間がかかると

思ったけど、夏に成長した。代表が

３人もいるＷＴＢ 

では 瓜生。トップリーグでハ

ードな試合が増えるの

で、チームの底上げがで

きた。萩本 選手 

X 朝日新聞 9/12/20

03 

391 外から囲碁サロンに近い市中心部に

引っ越した。 負けると泣いた。翌

年の小学生名人戦 

では 準優勝。美知子さんに取

りすがって泣きじゃくっ

た。その姿を見たプロ高

段者は「あの負 

X 読売新聞 2/28/20

03 

392 回った。 小野市長は「投票結果を

考慮し、（合併）見合わせも含め検

討する」と現段階 

では 合併が難しいことを示

唆。阿部町長は「議会の

意見を見定めたい」と語

X 河北新報 2/17/20

05 
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った。 大石田町 

393 不平等克服に向け、どの国の政府も

十分努力しているとはいえない。時

代は不平等の緩和 

では なく、拡大に向かってい

る。だからわれわれの時

代に、反乱は増えること

はあっても減る 

X 高知新聞 12/19/2

005 

394 ある。健康保険の本来の目的は、疾

病・負傷に対する医学的治療への財

政アクセスの保障 

では あるが、より広い意味で

は国民の健康を増進し、

生活の質（ＱＯＬ）を向

上させることで 

X 読売新聞 6/8/200

1 

395 同訓練や周辺事態で除いた武器や弾

薬も対象に含める方針だ。 交通・

通信総合調整法案 

では 、緊急時の道路使用など

について首相に指示権を

持たせる。政府は、既に

要旨を公表した 

X 河北新報 12/31/2

003 

396 点が大きい。市民の関心は確実に高

まったと思う。だが、仙台城跡をめ

ぐる問題は終わり 

では なく、むしろ始まり。今

後も市民が国史跡として

の仙台城跡がどうあるべ

きか、積極的に 

X 河北新報 5/22/20

02 
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397 庭もガーデニング（園芸）に励んで

いるためにみられる光景だが、世界

の大都市の鳥瞰図 

では 初めてみる、あっぱれな

までの絶景であった。 

緑に対する強い執着、行

政と住民が協調 

X 産経新聞 2/21/20

04 

398 分からない社名にしたことで、社員

の意識改革を促している。従来の発

想や仕事のやり方 

では 、激変期を生き残れな

い。公共性に名を借りた

社員の『甘え』を断ち切

りたかった」―  

X 西日本新聞 9/9/200

1 

399 校の下校時という人目のある時間帯

に、女児を抱きかかえて車に乗せる

というのは、常識 

では 考えられない犯行だ。逮

捕のきっかけも、目撃者

の通報だ。人目を忘れる

ほど衝動に駆ら 

X 朝日新聞 2/23/20

04 

400 は「地域を分けて紙面を作ると、他

の地域の人に地元のニュースを見て

もらえなくなるの 

では 」「投稿者とのコミュニ

ケーション強化に努め

る」などと答えた。 話

は地域振興策にも 

X 高知新聞 7/6/200

2 

401 は足元では前年を上回った。【個人

消費】 百貨店・スーパー・コンビ

ニの合計は既存店 

では ０・２％増だが、全店舗

比較では２・７％増で底

堅い伸びが続く。自動車

X 琉球新報 5/7/200

4 
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は、税制変更前 

402 年開かれている。 恒例の伊江牛食

べ放題では牛三頭分二千食が振る舞

われた。ステージ 

では 村内の島ゆり太鼓同好会

による演技のほか、お楽

しみ抽選会、カラオケ大

会、西泊茂昌ラ 

X 琉球新報 8/18/20

01 

403 た。同署は司法解剖し死因が分かり

次第、監禁致死容疑への切り替えを

検討する。 調べ 

では 、容疑者は五日午前六時

ごろ、さんが勤めている

赤穂市内の喫茶店駐車場

で、 

X 北海道新聞 7/6/200

4 

404 った。 矢萩さんは黒７７に対して

白７８とハネ出し、８９に渡るつも

りだったが、それ 

では に分断された中の白がほ

とんど助からないと判

断。白９２を利かして、

どちらかシノギ切 

X 北海道新聞 6/9/200

5 

405 上げた船も。 夜釣りのスルメイカ

は２０―２５センチと型が良くなっ

てきた。さお釣り 

では ３０―１００匹、手釣り

（１５―２０本ハリ仕掛

け）で８０―１８０匹。

ハリは１４セン 

X 新潟日報 7/6/200

1 
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406 中になってほしい」と呼びかけた。 

続く昨年三月の「いずみ」に掲載さ

れた「その日」 

では 、五歳になった孫を、親

権を持つ横浜の父親の求

めで引き渡す日が近づく

中、孫の成長や 

X 北海道新聞 11/9/20

02 

407 需要に迅速に対応している。 「ま

ちの新しい姿を確認するために買い

替える人が多いの 

では 」と岡口課長。住宅地図

を出すゼンリンも、同市

の改訂版を八月ごろに発

行する予定だ。 

X 神戸新聞 4/6/200

4 

408 。つまりこれらの表現は、役割語と

しての機能を担っておるのじゃよ！ 

もちろんそこま 

では ぼくでも見当がつくアル

よ。本書の面白さは、な

ぜそういう表現が成立し

たか、というの 

X 朝日新聞 3/2/200

3 

409 などだ。 これらは天候にさえ恵ま

れて山頂に立てば、主役の山に何一

つ劣らない。展望 

では むしろ主役級の山を眺め

ることになるので、こち

らの方が良いともいえる

のだ。 双六岳 

X 読売新聞 9/20/20

05 

410 現金計数十万円が郵送されているこ

とが分かった。現金郵送の趣旨が分

からず、このまま 

では 遺失物扱いとして処理さ

れるため、同署は「せっ

かくの善意を生かした

X 中国新聞 1/30/20

02 
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い」と本人の名乗 

411 って、安全・安心な町というイメー

ジにすることが大切なだけに、あま

り印象が良いもの 

では ない。経済界、府警、地

元の人たちが三位一体

で、監視する必要があ

る。また行政は、質 

X 産経新聞 7/21/20

05 

412 とがある」と話し、「男らしさ」と

いうコードが多くの人の行動を縛

り、「少年たちの間 

では 少し悪いことをする方

が、男らしいと思われて

いる」と指摘。「コード

に行動を規制され 

X 琉球新報 10/1/20

04 

413 のシェアを持てるようになった。８

０年代は日本も冷戦を一緒に戦っ

た。弾を撃ったわけ 

では ないが、冷戦が熱戦にな

らないように西側の一員

として努力した」― ど

ういう役割で。 

X 朝日新聞 9/4/200

1 

414 者数の違いが自己完結型トイレの導

入方式の違いにも表れている。 一

方で、トイレ整備 

では ライバル意識も見え隠れ

する。 自己完結型トイ

レへの移行を目指す山小

屋は静岡側二十 

X 産経新聞 6/27/20

03 
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415 突掛けて来るところだからネ、浮子

釣ではうまく行かないよ。沈子釣に

おしよ。 浮子釣 

では 釣れないかい。 釣れな

いとは限らないが、も少

し潮が利いて来たら餌が

フラフラし過ぎ 

X 神戸新聞 1/25/20

05 

416 ％と続く。 十月二十六日から二十

八日まで行われた「テクノフェア＆

エレクトロニカ」 

では 一万六千人余の来場者を

記録するなど、週末のイ

ベントは好調だが、同会

館は平日の稼働 

X 新潟日報 11/6/20

01 

417 ｉＯ」（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎ

ｈｋ‐ｂｏｏｋ．ｃｏ．ｊｐ／ｍａｇ

ａｚｉｎｅ／） 

では 、“今年こそ心のこもっ

た手作りのチョコレート

をあげよう”をテーマに

「チョコレート 

X 産経新聞 2/5/200

1 

418 つの間にか、こうなってました」。

ひたむきな姿を「努力家」と評され

ることには「自分 

では 、全くそんなこと思って

もみなかった。逆に、努

力ってなに？ って思う

くらい」 観客 

X 神戸新聞 1/16/20

03 

419 を既に明らかにしており、東アジア

の米軍十万人体制の見直しも検討対

象となる。 声明 

では 「変革・強化された在外

米軍は、平和のために

（各国と）共同対処する

X 神戸新聞 11/26/2

003 



 
 

 
 

UNIVERSITAS DARMA PERSADA 
 

米国の決意を鮮明 

420 いるという。こうした事件の後に精

神障害者の就職が取り消されること

もあり、北九州市 

では 数年前、グループホーム

の設立が住民の反対で頓

挫した。 「今は適切な

治療を続ければ 

X 西日本新聞 5/24/20

05 

421 草彅はテーマに沿ってアピールを繰

り広げ、彼女らの判断を仰ぐ。 

「恋人にしたい男」 

では 、草彅はデートのプレゼ

ンテーションビデオを一

人芝居で作製。自分が彼

氏だったら、楽 

X 京都新聞 3/23/20

01 

422 いでいる。「必ず捕まえる」。捜査

員の思いに犯人から近づいてきた。 

これまでの調べ 

では 、連れ去り現場と遺体遺

棄現場の距離は約五キロ

で、特に遺体遺棄現場は

宅地造成地のは 

X 産経新聞 12/15/2

004 

423 気兼ねなく生きられる。嫁として生

きねばならない現実の女性たちの生

活はあんなに自由 

では なかった。 マスオさん

もとてもさわやかです

ね。女性が生き生きして

いる家庭だと男性 

X 毎日新聞 5/20/20

05 
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424 制度の導入後も、同じ病院で同じ病

気なら、医療費は当面現行と同じ水

準。ただ、これま 

では 検査や投薬など、自分が

受けた医療行為の値段を

請求書の明細欄で確認で

きたものが、包 

X 朝日新聞 3/13/20

03 

425 した。 ＪＥＩＴＡ特定プロジェク

ト推進室の杉原義得・担当部長は、

「これは未来の夢 

では なく、今すぐにも実現可

能な技術ばかりだ」と説

明する。 家電をネット

ワークにつなぐ 

X 読売新聞 4/2/200

2 

426 くし定食」（富岡町）など。いずれ

も漁師の家庭などで受け継がれてき

た味だ。 発表会 

では 、各地の代表者が「アイ

ナメのたたきは酒のつま

みに最高」などと料理を

アピール。福島 

X 河北新報 1/23/20

04 

427 た。政党は国民の共感を呼ばなくな

ったら衰退するだけだ。自民党が一

部の特定勢力だけ 

では なく、国民全体の利益を

最優先してくれる政党か

を国民は見ている。一般

国民から共感を 

X 河北新報 4/13/20

01 

428 持基盤への配慮から、ともに足元が

すくんでいるといわれても仕方がな

いだろう。 これ 

では 、有権者が期待ずる「が

っぷり組んでの議論」に

はならない。「本丸」で

X 読売新聞 7/1/200

4 
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さえ、選択の材 

429 、原案は行政による事後チェックの

強化などにより防ぐことができると

した。 農業分野 

では 、農業生産法人への参入

規制を全面撤廃すること

を明記。福祉、教育で

は、新規参入業者 

X 新潟日報 7/9/200

2 

430 主から具体的な提案があったのか。

篠塚氏 コストに関しては私の役

目。総研や周囲から 

では ない。下条みつ委員 グ

ランドステージ藤沢は構

造図と施工図に違いがあ

った。施工図は 

X 朝日新聞 12/15/2

005 

431 州やアジアの取引価格にも影響を及

ぼす。 しかも、相場は実際に「包

囲した」かどうか 

では なく、「市場参加者がど

う思ったかで決まる」

（石油会社幹部）。この

日の情報について 

X 朝日新聞 3/20/20

04 

432 したほか、関東、近畿、中国、四国

が「横ばい」から「持ち直し」に改

善した。 業種別 

では 、デジタル家電販売が好

調を持続しているほか、

アジア向け輸出の増加な

どにより自動車 

X 産経新聞 2/27/20

04 
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433 発射したのだ。道路を走る車の運転

手らもクラクションを鳴らし喜びを

表した。市中心部 

では 、路上で踊り出す人もい

たが、失業や停電など日

々の生活で精いっぱいの

市民の間には、 

X 読売新聞 12/15/2

003 

434 る問題でありながら、いまだに国民

の賛否が相半ばしていることを重く

受けとめて、審議 

では 徹底した議論を望みた

い。 八月十三日の会期

末まで、実質三週間程度

の審議日数しかな 

X 西日本新聞 7/13/20

05 

435 親指大程度に小さく切った方がい

い」と、塩家係長は呼び掛けてい

る。高齢者の一時帰宅 

では 食事にも気を配って１１

日に仕事体験ツアーヤン

グジョブスポット神戸 

若者の就労を支 

X 神戸新聞 12/7/20

05 

436 、農村に多いハシボソガラスの二種

類が代表的だ。都会では生ゴミを食

い散らかし、農村 

では 作物を荒らす嫌われ者で

もある。より器用なのは

ハシボソガラスの方で、

貝を空から落と 

X 読売新聞 9/10/20

01 

437 慎重に検討すべきだとの姿勢をうか

がわせた。 船戸医師は「何がなん

でも延命というの 

では なく、赤ちゃんがもし自

分の子供だったらどうし

てほしいかを医療者が考

X 河北新報 10/13/2

003 
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えることが必要 

438 、港に生活排水などが流れ込むと出

荷する魚にも悪影響が出る可能性も

ある。一部の漁港 

では 、防波堤に穴を開け港外

の海水を入れる試みも始

まっている。 水産庁の

研究は、港内外 

X 琉球新報 3/7/200

5 

439 が立候補の準備に入っており、前回

同様、一人落ちの少数激戦になる見

込みだ。 党派別 

では 共産党五人、公明党二人

のほかは無所属。地区別

では旧山田十一人、片地

四人、大楠植、 

X 高知新聞 8/13/20

02 

440 を熟知しています１７ たばねたも

のを数える語。半紙二千枚は一〜１

８ 自動車は日本 

では 左側、アメリカでは右側

を走るのが〜です２１ 

うまくつりあい、全体が

ととのっている 

X 西日本新聞 9/23/20

01 

441 小学校２年の次男（８）に当たり、

背中から右胸を貫通する大けがをし

た。 同署の調べ 

では 、拳銃は、ベルト付きの

拳銃ケースに入れた状態

で、駐在所事務室の隣の

居間の押し入れ 

X 朝日新聞 10/25/2

004 
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442 ロとして最高の４位タイに入った手

嶋。３日目に６４の好スコアを出す

など、クラウンズ 

では 自己最高位となった。 

「あまりパッとしなかっ

たけれど、最後にパーセ

ーブができて良 

X 中日新聞 5/6/200

2 

443 中国が、日本経済の「救世主」にな

りつつある。財務省がまとめた二〇

〇三年の貿易統計 

では 、日本から中国と香港へ

の輸出額は約十兆円と、

輸出総額の約二割に達

し、対中貿易が日 

X 琉球新報 2/5/200

4 

444 来ましたよ、と言われた。土佐の人

にとっては、初鰹というのはそんな

に騒ぐほどのもの 

では ないという。それより美

味しいのはこの秋の下り

鰹だという。（中略） 

つまり下り鰹の 

X 高知新聞 3/18/20

01 

445 報告は、一部の部署で「旅行事実の

ない執行があった。継続調査中」と

したものの、大筋 

では 「旅費は適正」との結論

を導いた。二重基準に禍

根 裏金づくりは詐欺や

業務上横領、虚 

X 北海道新聞 9/14/20

04 

446 ゃんの太鼓もず唱平 子が親の意見

をきかない。子の気持ちが親にわか

らない。家庭だけ 

では なく、学校でも町内でも

子供と大人の気持ちが通

じないとハラハラ。今に

X 産経新聞 5/21/20

03 
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はじまったこと 

447 が先月末からスタートさせた。同様

の制度は今年７月、東京都が導入し

ており、都道府県 

では ２例目。対象は課長級以

上の職員約７８０人。管

理職を続けたくない場

合、「降任希望届 

X 毎日新聞 12/3/20

01 

448 地域との協力だ。犯罪を恐れて「開

かれた学校」づくりが後退してはな

らない。 都市部 

では ともすれば両者の交流が

希薄になりがちだが、事

件を契機に、各地で子ど

もを犯罪から守 

X 北海道新聞 6/8/200

2 

449 省は「テロとの戦いや、イラク復興

支援での自衛隊派遣などが好意的に

受けとめられたの 

では ないか」と分析してい

る。  日米協力関係を

「良好」「極めて良好」

と回答したのも有識 

X 神戸新聞 7/16/20

04 

450 アを意図的に攻撃している。罪のな

い記者が次々死ぬのを見ると、戦争

の意図がクリーン 

では ないことがよく分かる」

と話した。１９・００ 

神戸市中央区のＪＲ三ノ

宮駅前で、イラ 

X 朝日新聞 4/10/20

03 
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451 直した。 ９番から１２番まで４連

続バーディー。１０番でボギーの鈴

木を逆転。１２番 

では ６メートルのバーディー

パットを沈め、ガッツポ

ーズも飛び出した。終盤

はＳ・Ｋ・ホと 

X 産経新聞 5/19/20

03 

452 。朝からだるくて、生あくびばかり

出ているし、動きも緩慢だ。桃子が

オバサン化したの 

では 、と心配した五つ子は桃

子を若返らせようと行動

を開始した。 そんな

時、山田（田中章 

X 中国新聞 8/11/20

02 

453 少年に対して「立山教育」が実践さ

れた。「越中人の成人式」ともいえ

る儀式で、戦前ま 

では 、十六歳前後になると隊

を組んで立山に登った。 

「悪いことをしたり、生

き物を粗末に 

X 産経新聞 2/26/20

05 

454 調で、１回戦を二けた得点で勝ち上

がった。好機に畳み掛ける攻撃力は

互角だが、投手力 

では 左腕川口が安定している

分、東海大翔洋がやや優

位か。 岡山理大付は堀

の踏ん張りに期 

X 高知新聞 8/14/20

04 

455 決議で（憲法解釈の問題を）越えて

いかなければならない。菅氏 ＰＫ

Ｏは集団的自衛権 

では なく集団的安全保障、つ

まり国際的警察軍の役割

だ。憲法前文などいろい

X 朝日新聞 9/4/200

1 
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ろな観点からも 

456 策面での中国の威勢にいらだってい

るが、原因のかなりの部分は、日本

国内にある。そこ 

では 対中交流という以前から

の政策は、声高な新世代

の政治家、学者、報道界

の絶えざる攻撃 

X 産経新聞 6/13/20

03 

457 三回にわたり、医師と患者の円滑な

コミュニケーションのあり方を掲載

したが、医師の前 

では 、ほとんどの人が「弱

者」になってしまうので

はないだろうか。医師と

患者の関係って、 

X 神戸新聞 10/24/2

005 

458 による大規模な自爆テロが起こっ

た。 多数の死傷者が出たのは六月

以来だ。エルサレム 

では 昨秋のイスラエルとパレ

スチナの衝突以来、最悪

の事態となった。 イス

ラエル軍は報復 

X 京都新聞 8/19/20

01 

459 組み合わせを変えて犯行を繰り返し

ていたとみており、共犯の行方を追

っている。 調べ 

では 、■■容疑者らは七月十日

夜、同府美原町内で盗ん

だ軽乗用車のナンバープ

レートを自分 

X 産経新聞 8/1/200

1 
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460 ｊｐ／情報トクトク掲示板◆ツバキ

油配合シャンプーとトリートメント

を１０人 大島椿 

では ツバキ油の効果でツヤを

与えしっとりと潤いのあ

る髪にする「つやつやに

なるシャンプー 

X 神戸新聞 10/4/20

03 

461 じれをさらにねじってみせるしかな

い。「（環境保全は）こうでなけれ

ばならないんだ」 

では なく、「なんだこれ？」

というものをポンと出せ

れば。テーマゾーンの映

像素材を吟味す 

X 中日新聞 9/25/20

03 

462 谷川が先勝した。持ち時間各八時間

のうち、残りは谷川十七分、羽生三

分。 タイトル戦 

では 珍しい石田流の戦型とな

った開幕局。二日目は羽

生の封じ手７七角（二十

五手目）で再開 

X 西日本新聞 7/18/20

04 

463 に頼む。バラエティーつるまげどん

（毎日＝後１１・５５） 「つるま

げどんグループ」 

では 、社員（関西人）の日々

の生活ぶりや悩み、体験

談などを聞く人事面談を

定期的に行う。 

X 京都新聞 2/1/200

1 

464 刈りで倒した。「内柴投げですか

ね」 昨年４月の全日本選抜体重別

で計量失格になるま 

では 、６０キロ級の選手。五

輪３連覇を遂げた野村忠

宏（ミキハウス）らと、

X 読売新聞 8/16/20

04 
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しのぎを削った 

465 くても自分が飲みたい酒、気持ちを

込めた酒を造っています。会社の都

合を優先した造り 

では ありません。買った人に

納得してもらえると思っ

ています。 ただそうは

言っても、特に 

X 中国新聞 5/10/20

04 

466 年同月比は３・７パーセント減で、

二十一カ月連続の前年割れ。新店を

含めた全店ベース 

では １・８パーセント増で、

四カ月連続のプラスとな

った。東北の１２月の大

型小売店販売額 

X 河北新報 2/8/200

2 

467 のさん（４７）も「手はカサカサだ

った」と話す。 だが、友人らに語

った話 

では 、「収入は一般の人の２

倍くらい」。自宅には中

国製のテレビと冷蔵庫も

ある。中朝国境 

X 毎日新聞 10/22/2

002 

468 、パソコンやワードプロセッサー、

書籍、ＣＤ‐ＲＯＭなどです。結婚相

手紹介サービス 

では 、指輪などの装身具、ダ

イヤモンドなどの貴石、

トルコ石などの半貴石、

真珠です。 事 

X 西日本新聞 3/29/20

04 
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469 と言われましたが、爪（つめ）から

血を流しながら頑張りました。父も

悪気があったわけ 

では ないんでしょうが。 高

校でも大学でもピアノが

嫌になり、やめようと思

ったことがある 

X 中日新聞 4/20/20

01 

470 が強力な統一候補を擁立できるかど

うかがカギとなる。コソボ平和遠く 

コソボ自治州 

では ３月１７〜１９日に２８

人が死亡、６００人以上

がけがをする４年半前の

休戦以来最大規 

X 毎日新聞 4/24/20

04 

471 かかわる」施設と申告していること

を明らかにした。一方、イラク外務

省は一日、同基地 

では 化学兵器攻撃から軍兵員

を守る訓練を行っている

などと発表した。 

X 河北新報 12/2/20

02 

472 損害賠償などの申し立てをしないこ

とを認めたが、裁判における歴史判

断まで認めたわけ 

では ない」と擁護した。 ま

た、平沼赳夫前経産相

も、細田官房長官が２２

日の記者会見で森 

X 朝日新聞 6/24/20

05 
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473  よほどおいしかったのか、以後も

くり返し同じ手を使っている。ただ

敵役をつくるだけ 

では ない。のさばらして「小

泉さんももうだめかあ」

と思わせてから、ひっく

り返すのだ。野 

X 高知新聞 10/22/2

003 

474 いるのだが、たしかに戦争はルーレ

ットなどとは比較にもならないが、

博打性という意味 

では 似ているところがある。 

だとすると、実は五十六

がその生涯で一番賭けた

かったのは、 

X 新潟日報 3/28/20

03 

475 と３・９ポイント上昇した。犯罪抑

止の効果が表れ始めたとみられる

が、１１月の総選挙 

では 、各党が政策に掲げるほ

ど、都民にとっても、取

り締まりにあたる警視庁

にとっても「治 

X 毎日新聞 12/30/2

003 

476 の面会については「放送前日ごろに

面会したとみられる。面会は安倍氏

から呼ばれたもの 

では なく、予算の説明を行う

際に合わせて番組の趣旨

や狙いなどを説明したも

の」と指摘。「 

X 西日本新聞 1/14/20

05 
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477 勝の経験が生きたと思う。ピンチで

も慌てない。チームに余裕があっ

た。 バッティング 

では 打点で想像以上の数字を

残せた。５番になること

が決まって、シーズン前

に金本さんから 

X 京都新聞 9/30/20

05 

478 補助制度も設けたのが特徴。都は０

４年度まで５０カ所を整備する方

針。 駅前の保育所 

では 、昨年４月、私鉄グルー

プ企業が横浜市の京急金

沢文庫駅前に、昨年１０

月には、企業が 

X 毎日新聞 8/1/200

1 

479 で一致していた。 アーミテージ米

国務副長官が来週、印パ両国を訪問

する予定。インド 

では 、米国の意向が決定の背

後にあるとの見方がある

が、バジパイ首相はこれ

を否定。カシミ 

X 西日本新聞 5/3/200

3 

480 めどは全く立っていない。基地面積

の縮小も進んでいない。 サミット

当時、普天間問題 

では 、稲嶺知事が移設条件と

した十五年使用期限の実

現の可否が大きな焦点だ

ったが、二〇〇 

X 琉球新報 7/21/20

05 
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481 でコナンらは、良朗の父の源一郎が

殺されるという事件に遭遇する。ま

た、オーディオ室 

では 兄の一樹が秀友のよろい

を身に着けたまま死んで

いた。源一郎が死んでい

た離れからオー 

X 河北新報 12/17/2

001 

482 ドル、豪州は二億ドル増の三十二億

ドルの順で、中国の伸びが際立っ

た。 品目別輸入量 

では 、野菜は冷凍が減少した

が、生鮮・冷蔵は六・二

パーセント増の九十二万

トンと三年連続 

X 西日本新聞 4/29/20

01 

483 て、わが代表団と米国代表団との根

本的な違いを示すものだ。 このた

め、米国との会談 

では 実質的で根底的な結果を

生み出すことができなか

った。今後の展望は、全

面的に米国にか 

X 朝日新聞 2/29/20

04 

484 な消費の時代は終わったとされる。

小説や映画のときのように作品を受

動的に消費するの 

では なく、作品と双方向的に

関係し、作品世界に能動

的に参加するというわけ

だ。この常識の 

X 毎日新聞 10/16/2

002 
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485 プリーグ。Ｊ２とは全く違うサッカ

ーでした。 スタジアムの雰囲気も

最高。アクセス面 

では 難のある大分スタジアム

ですが、その作り出す空

間はサッカー劇場そのも

のです。３万人 

X 西日本新聞 5/27/20

03 

486 氏を三倍以上引き離して圧勝するな

ど各地で順調に票を伸ばし、二十一

都県で一位。鳥取 

では 橋本氏に次ぐ小差の二位

だったが、橋本氏の得票

が過半数に達しなかった

ため一票を獲得 

X 高知新聞 4/24/20

01 

487 ました。 また、Ｕ字型のコースで

ジャンプの技などを競う「ハーフパ

イプ」という競技 

では 、今シーズンのワールド

カップで二勝をあげてい

る女子の山岡聡子選手が

２位に入賞。続 

X 北海道新聞 3/3/200

4 

488 好きだったことを仕事にできたらい

い」と思うようになった男が、何を

見つけたかは重要 

では ない。（中経出版・１３

００円）高任和夫（作

家）スポーツＮＨＫスポ

ーツアナだけが知 

X 朝日新聞 6/8/200

3 
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489 クに女性のホルモンの状況は変化

し、それが更年期障害の原因になり

ます。ホルモンだけ 

では なく、この時期に子供の

ことや自分を取り巻く社

会的な状況の変化が重な

ることで状況を 

X 京都新聞 10/10/2

005 

490 した。ドイツ語を流暢に話し、現在

英語の特訓も受けている。単純な世

代論に与するわけ 

では ないが、氏を歴代の指導

者と変わらぬ反米イメー

ジの持ち主とみなすと、

大きな過ちを犯 

X 産経新聞 1/22/20

02 

491 を上回った。平均年齢は前回を下回

り、五三・七歳となり、世代交代が

進んだ。 出身別 

では 、地方政界が三十二人で

トップ。次いで労働組合

の十六人、中央・地方を

合わせて官僚の 

X 神戸新聞 7/13/20

04 

492 またうれしそうにこたえた。 田中

さんの作品からすると能や歌舞伎の

方が好みだったの 

では ないかと勝手に思ってし

まう。初期の作品といえ

ば、すぐに「産経観世

能」の一連のポス 

X 高知新聞 1/14/20

02 

493 前で繰り広げられる船舶十三隻と航

空機四機による大規模な訓練を見守

では 、不審船に見立てた船を

同本部の巡視船などがだ

X 琉球新報 7/21/20

03 
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った。 合同訓練 捕する訓練が披露され

た。県警の船舶が 

494 争を許容する事態にもつながる」と

危ぐ。「これは、いつか来た道だ。

被爆者だけの問題 

では ない。人類の平和を考え

る立場からすれば、断じ

て許せない。真っ向から

抗議する」と怒 

X 中国新聞 6/1/200

2 

495 れないこともあり、同省幹部が外相

に直接会って協議することが難しい

ことも。歴代外相 

では 慣行となっていた「代理

決裁」も町村氏が外相に

なってからはまれで「外

相は『自分が決 

X 産経新聞 1/11/20

05 

496 よりは、むしろボトムとのアンバラ

ンスな調子を楽しむ着こなしがおし

ゃれ。 オフィス 

では 少し控えめな色調のジャ

ケットを選び、シルエッ

トがきれいなパンツで。

オフタイムには 

X 高知新聞 1/13/20

04 

497 雑談になることも多い。掃除して、

繕って、こちらも自然体を見せてな

い。意味がないの 

では 。東京都世田谷区 主婦

（３６） 「今年から家

庭訪問の時は会えなくて

もいいです」 

X 朝日新聞 5/13/20

01 
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498 次は僕自身の作品。幼いころ映画監

督になりたいと言ったとき、オヤジ

は僕のおでこを指 

では じいて、『お前は三十に

なるまでおれを抜けん』

と言って笑った。僕は

今、三十一。オヤ 

X 産経新聞 12/22/2

003 

499 志は誰にも負けない。アテネの銀の

悔しさをずっと心に燃やし続けてい

た。 だが、決勝 

では 李営に惜敗。アテネで敗

れた洗東妹に続き、また

中国勢に世界一の座を阻

まれた。横沢は 

X 神戸新聞 9/11/20

05 

500 日本最高を出し優勝、別府大分毎日

でも西田隆維（エスビー食品）が勝

った。びわ湖毎日 

では 油谷は３位だが、日本歴

代５位の２時間７分５２

秒。日本陸連の条件「２

時間１０分を切 

X 神戸新聞 3/5/200

1 

501 者の家に防護服を着ていくのか？ 

そんな格好をして行ったら、患者の

プライバシーは… 

。では 、マスクをしていけば職

員の安全は守られるの

か。 そもそも、病院に

患者がいるという 

X 中日新聞 4/29/20

03 

502 千鶴 冠句は他の文芸と異なり、冠

題があるため僅か十二文字で構成す

る最短詩文芸です 

。では 、付句を無駄なく作句す

るにはどうすれば良いの

でしょうか。 

O 京都新聞 10/24/2

004 
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503 にはそれぞれ四人ずつの「男子群

像」と「女子群像」があり、計十六

人が描かれています 

。では なぜ四人なのか。中国に

も北朝鮮にも行って壁画

を見てきましたが、たく

さん人物が描か 

X 産経新聞 4/10/20

02 

504 もがカメラを持ち歩き、どこででも

写真を撮る。さほど特別なものでは

ない、日常を撮る 

。では なぜ、人は写真を撮るの

か。 映画監督・小津安

二郎も写真を愛した。中

学時代からカメ 

X 西日本新聞 12/12/2

003 

505 大輔（西武）を超えた。 １５０キ

ロ近い速球を披露する高校生は、最

近では珍しくない 

。では 田中の何がすごいのか。

巨人・大森剛スカウトは

「スライダー、フォーク

という絶対的な 

X 読売新聞 11/25/2

005 

506 て飲んでみて 「水道水はおいしく

ない」 そう思っている人は多いの

ではないだろうか 

。では 、おいしい水とはどんな

水？ 「おいしい水」と

いうときに、必ず基準と

して示されるの 

X 産経新聞 9/12/20

02 
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507 国会第２の勢力を持つゴルカル党党

首で国会議長だったスティア・ノフ

ァント（以下ＳＮ）が喜劇のような

逃走のうえ、１１月末に汚職容疑で

逮捕された。ＳＮにはこれまでいく

つもの汚職の容疑があった 

。では なぜ今になって逮捕され

たのだろうか。 

O ジャカルタ

新聞 

26/12/2

017 

508 攻撃側はイスラム擁護戦線（ＦＰ

Ｉ）など、アホック前ジャカルタ州

知事へのデモ主催者にもなったイス

ラム急進派であった。野党勢力と結

託して、２０１９年大統領選挙でジ

ョコウィを追い落とそうとしてい

る。しかし攻撃対象となったＬＢＨ

は、ジョコウィ政権にときに批判的

であり、与党勢力とは異なる立場に

ある 

。では なぜＬＢＨが攻撃対象に

なったのだろうか。 

O ジャカルタ

新聞 

25/9/20

17 



 
 

 
 

UNIVERSITAS DARMA PERSADA 
 

509 最近では主に宗教の多様性や寛容性

が国内外で注目されるインドネシア

だが、民族もまたこの国の多様性を

彩る重要な要素の一つである 

。では 具体的にインドネシアの

民族はどれほど多様なの

だろうか。 

O ジャカルタ

新聞 

14/3/20

16 

510 政治が不安定になり、経済や治安に

悪影響が出て、国際社会がこの国の

行方を心配する。そういう状況は、

なかなか今の日常からはイメージし

にくくなっている。その意味でユド

ヨノ時代の功績は大きい 

。では 「ユドヨノ後」も政治の

安定は保証されるのか。

答えはノーである。 

O ジャカルタ

新聞 

1/11/20

13 

511 インドネシアには宅配サービスがた

くさんある。ピザやお弁当、まあ、

大抵のものは家まで届けてくれる 

。では 、日本でも人気のチーズ

ケーキを届けてくれると

なったら、驚くかもしれ

ない。 

O ジャカルタ

新聞 

24/7/20

15 

512 最近では主に宗教の多様性や寛容性

が国内外で注目されるインドネシア

だが、民族もまたこの国の多様性を

彩る重要な要素の一つである 

。では 具体的にインドネシアの

民族はどれほど多様なの

だろうか。 

O ジャカルタ

新聞 
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表示

番号 

前文脈 検索文

字列 

後文脈 O/X タイトル 巻号 

1 の感動は大切、更に一歩の前進を。 

年刊句集『青』第３２集。会員は三

十二人。立尿り 

さて 麦秋に刈り入らん山口伸添い遂げた

一足の下駄火葬にす磯村鉄夫青桐に

もたれる人柱のよ 

X 中日新聞 3/14/

2001 

2 な答えがある。実用的な答えとして

は、質が高く、値段も高いと覚えて

おけば十分だ。  

さて 技術的な答えというのは、まず使う

米の外側部分が少なくとも４０％は

削られていること 

O 読売新聞 4/28/

2004 

3 影を踏まずと言うが、私は、３歩進

んで師を楽しませる存在でいたい、

と思っている。  

さて 勝負は終盤戦。先手玉は放っておく

と☖６八金で詰みだが、５八玉が軽

いいなし。以下 

X 京都新聞 7/1/2

002 

4 約されている西欧形而上学とは、こ

の新古典派経済学と同じことを言っ

ているのです。  

さて 上の文章に続けて、デリダは西欧形

而上学批判を展開します。 「逆

に、そのような超越 

O 朝日新聞 5/8/2

002 

5 れて翌日の十四日が過ぎ、一夜明け

ると、たちまち広がった義士討ち入

りのニュース。「 

さて は」と思い当たった其角は家を飛び

出し、泉岳寺（港区）に引き揚げる

義士の隊列に追い 

X 読売新聞 12/8/

2001 

Lampiran Sate /さて 
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6 者としてはものすごく期待を寄せて

いる一冊だが、読者の好みの分かれ

る村上訳だけに、 

さて どうなることか。 そういえばハリ

ー・ポッター原書の第五巻が六月二

十一日発売で決ま 

X 西日本新

聞 

3/2/2

003 

7 」などと言ってくださるな。あの湾

岸戦争の入場券を１兆円もの増税で

まかなった苦心は 

さて おき、今回、小泉さんは反戦世論を

押し切って戦争を支持したのだか

ら、イラク復興に自 

X 朝日新聞 6/17/

2003 

8 う。だからカレーライスも、ハンバ

ーグも、ラーメンだって、「ちゃん

こ」だ。 それは 

さて おき、相撲部屋で、お相撲さんが作

るなべのこと、である。一流料亭の

板前さんがよりを 

X 中日新聞 7/3/2

001 

9 ょうこ）からでたもので、その羌胡

には四つの葬法がある。（『野中兼

山関係文書』）  

さて 、どれがよいか。どれもよくない。

胡の無道ははなはだしく、葬という

ものはそもそも人 

X 高知新聞 2/1/2

004 

10 入っている。金色に輝く魚群を見な

がら祖父と一緒にその夜の食卓を想

像したものだ。  

さて 、アジメドジョウは中部と近畿地方

の河川の中流、上流部にしか生息し

ていない。吸盤の 

X 中日新聞 12/20

/2004 

11 としても確実に進化を遂げ、私たち

はもっともっとそれに注目しておく

べきだと思う。  

さて 、私の審査部門での最優秀作品は視

覚障害者のパソコン利用の問題をテ

ーマとした、ＡＭ 

X 京都新聞 7/29/

2003 
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12 は、何を撮ったのだろうか。残念な

がらその写真はほとんど残されては

いないという。  

さて 、カメラが非常に高価だった時代、

とりわけ高価なことで知られるライ

カだけに、いくら 

X 西日本新

聞 

12/12

/2003 

13 かび上がってくる信長と光それぞれ

の、時代を隔てた男のあわれはたと

えようもない。  

さて 、斎藤茂吉数え五十歳の年は昭和六

年である。そして本書の該当歌集

は、『石泉』『白桃 

X 毎日新聞 7/27/

2003 

14 ーディネーターの菅原姉妹に、我が

家と、そして我が身のイメージチェ

ンジを依頼した。 

さて 、生まれ変われるだろうか。塩崎 

淳一郎 菅原姉妹【すがわら・しま

い】＝菅原令子（ 

X 読売新聞 6/17/

2002 

15 の境内や、人の暮らす路地の奥に、

ズケズケ、ドヤドヤと入り込んでよ

いはずがない。  

さて 、その本行寺の先からいかにも昔な

がらの下町風の商店が続く。 日本

酒の品ぞろえの豊 

X 朝日新聞 12/18

/2002 

16 る。テレビ遊歩道ネコの“迷演技”に

涙…―中島 信也 ようこそＣＭ撮

影の現場へ！  

さて 、この私も十八年間いろんな方々を

演出させていただいてきておるわけ

で、このごろは少 

X 京都新聞 8/15/

2001 

17 時をおいて一六一六（元和二）年、

宗直に伊達姓を与えてわびたよう

だ。領民と心一つ  

さて 、河川改修の話である。北上川中流

にある登米一帯は、もとは葛西領。

豊臣秀吉の奥州仕 

X 河北新報 11/8/

2001 
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18 的に選ぶ」方針からすると、タイム

よりも勝負重視。優勝した高橋リー

ドと見られるが、 

さて ―。 代表は二十日の日本陸連の理

事会、評議員会で決定される。世界

選手権男子マラソ 

X 神戸新聞 3/5/2

001 

19 国立図書館はかつて、サレンバ通り

にあったが、移転作業を進め、新た

に近代的な高層ビルとなって開館し

た。２年弱が経過し、多くの市民に

親しまれる場となっている 

。さて 、ロビーに入るとまず、４階まで続

く巨大な本棚が目に入った。ロビー

にはほか、蔵書検索をできるタッチ

パネルや小さいカフェもあった。 

O ジャカル

タ新聞 

28/6/

2019 

20 政治とイスラムの距離が一歩近づい

た。イスラムの道徳規範が法制度に

反映される事象が少しずつ増えてい

くかもしれない 

。さて 、第２期ジョコウィ政権は、どのよ

うな政策に力点を置くだろうか。ジ

ョコウィ自身が公開討論会で繰り返

し強調していたのは、デジタル化の

重要性である。 

O ジャカル

タ新聞 

23/4/

2019 



 
 

 
 

UNIVERSITAS DARMA PERSADA 
 

21 87 年卒には、実はもうひとり候補と

してプトラント中将（陸軍教育訓練

司令官）がいるが、内部ではユドヨ

ノに近いと見られているため、最終

的には候補に上がってこないと思わ

れる 

。さて 、こういう状況でジョコウィは誰を

選ぶか。メガワティやヘンドロプリ

ヨノの声に押されてアンディカにす

るのか。 

O ジャカル

タ新聞 

15/10

/2018 

22 一方は親が子へ他方は子が親や祖母

へ期待を寄せる１８０度違う現象が

インドネシアと日本では起こってい

るようだが、いろんな事情があるわ

けで非難するつもりは全然ない。そ

れに、誰かが誰かのために一生懸命

になることより他に素晴らしいこと

はないことを思うと、これを善しと

せずに何とする。多少の違和感はそ

れぞれの社会のせいにしてしまえば

いい 

。さて 、日本にいるワイフに「老後はどう

するのとお尻を叩かれている」私は

どうしようか。頼る子どももいない

し、お金を無心する両親ももういな

い。 

O ジャカル

タ新聞 

15/9/

2013 
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23 この人たちの子どものころの「夢」

は、「水泳でオリンピックの金メダ

ルを取る」「世界的に有名な歌手に

なる」「ボクシングの世界チャンピ

オンになる」「国の有益な指導者に

なる」だったとのこと。まさに夢は

叶うものなのだ 

。さて 、みなさんの子どものころの夢は何

だったかな‥。夢は持ち続けよう！ 

O ジャカル

タ新聞 

15/9/

2013 

24 ストーンガーデンが観光地として営

業を開始したのは、２０１５年１

月。この場所は 20 年に、バンドン工

科大学（ＩＴＢ）の地質学チームに

よって発見され、同チームは 14 年に

調査内容を発表、西バンドン県政府

は観光地として使用することに決め

た。■ライオンキング 

さて 、歩きを進めるとプンチャック（頂

上）の文字が。その手前、ライオン

キングの雄たけびにちょうど良い岩

があると、カンさんが岩の間を歩い

て行った。 

O ジャカル

タ新聞 

22/12

/2018 
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25 壮大な地殻変動の痕跡、いくつもの

色が重なり合い横や斜めや縦の模様

を描く地層、雨や波に身を任せなが

ら崩れ去る日もきっと遠くはないと

思われる奇岩、引き潮に残された小

さな熱帯魚……。どれもが自然の教

材です。■値段びっくり、魚市場 

さて 、旅の最後はプラブハンラトゥの名

前の由来ともなっている漁港に隣接

している魚市場で新鮮な魚介類のお

買物が外せません。 

O ジャカル

タ新聞 

1/12/

2018 

26 インドネシア経済への地元経営者の

認識が「上り坂」から「踊り場」に

変化する中、経験豊富なベテラン日

本人経営者に課題と解決方針を語っ

てもらう座談会の３回目。インドネ

シアと日本の企業風土の違いなど経

営を取り巻く状況がテーマとなっ

た。 

さて 前回出たＣさんの話だと、ジョイン

トベンチャーが今後の理想の進出形

態みたいな感じだったけどどうか

な」 Ａ「税務面でのメリットとして

は、会計事務所や法律の情報が得ら

れることがある」 

O ジャカル

タ新聞 

15/5/

2013 

 


