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32. 副詞（副詞表現）adverb 

副詞 意味 例文 

かならず 

ぜったいに 

きっと 

たしか 

もしかしたら 

どうも 

ぜひ 

surely 

absolutely 

surely  

certainly 

perhaps 

somehow / seemingly 

certainly 

明日 かならず宿題も持ってきてください。 

ぜったいに私の答えが正しいと思います。 

がんばれば、きっと合格できるでしょう。 

明日の会議は、たしか３時からだと思います。 

もしかしたら、会議に間に合わないかもしれません。 

弟は、どうもうれしいことがあったようです。 

ぜひ遊びに来てくださいね。  
ずいぶん（と） 

かなり 

だいぶ 

もっと 

できるだけ 

ちっとも～ない 

ほとんど  

fairly / quite 

pretty / quite 

largely 

more 

as much as possible 

not even a little 

most of them  

ずいぶん日本語が上手になりましたね。 

あのイタリア料理店は、かなり高そうです。 

日本人の考え方が、だいぶわかってきました。 

もっと勉強して、日本語がうまく話せるようになりたいです。 

台風が来ますから、できるだけ早く帰りましょう。 

一から説明したのに、田中さんはちっともわかっていないようでした。 

ここにある本は、ほとんど読んでしまいました。  
だいたい 

たいてい 

たまに 

けっして～ない 

なかなか 

mostly 

usually 

occasionally 

never 

considerably / pretty 

宿題は、だいたい終わりました。 

休みの日は、たいてい映画を見に行きます。 

たまに先生にほめられます。 

この機械には、けっしてさわらないでください。 

この絵は、なかなかいいですね。 
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しっかり（と） 

きちんと 

ちゃんと 

一生けん命 

はっきり（と） 

ぴったり（と）  

tightly / perfectly 

neatly / properly 

properly / clearly 

hard 

clearly 

just right / closely  

今週末は家族が来ますから、しっかりと掃除しておきましょう。 

使ったら、きちんと元に戻しておいてください。 

トイレを出たら、ちゃんと電気を消しましょう。 

試験があるので、一生けん命勉強しています。 

晴れた日は、富士山がはっきりと見えます。 

このくつは、この服にぴったり合うと思います。  
さっき 

たったいま 

いつか 

この頃 

たいてい 

たまに 

急に 

自由に 

しばらく 

ずっと 

 

そのまま 

a while ago 

just now 

someday 

these days 

usually 

occasionally 

suddenly 

freely 

for a while 

for a long time 

so much more 

just like that 

さっき帰ったばかりで、まだシャワーを浴びていません。 

たったいま、娘から電話がありました。 

いつか世界一周旅行に行ってみたいです。 

この頃天気がよくない。 

たいてい夏は暑いが、今年はすずしい日が多い。 

いつも公園を走りますが、たまに川沿いを走ります。 

朝はいい天気だったのに、急に空が暗くなりました。 

好きな物を自由にとって食べてください。 

しばらく漢字を勉強しようと思います。 

ずっと日本へ留学したいと思っていました。 

立っているより座っているほうが、ずっと楽です。 

ぬいだコートがそのまま置いてあります。 

いまにも 

ちょうど 

どうも 

そろそろ 

とうとう 

やっと 

ついに 

結局 

any time soon 

just 

apparently 

soon 

(I was waiting but) finally 

(It was hard but) finally 

finally (emphasized) 

after all 

今にも雨が降りそうな天気だ。 

ちょうど帰ったところです。 

どうも明日はテストがあるらしい。 

６時ですね。そろそろレッスンを終わりにしましょうか。 

友達カップルはずっとけんかしていましたが、とうとう別れてしまいました。 

長い練習がやっと終わった。 

何回も N4 に落ちましたが、ついに合格しました。 

色々考えて、結局行かないことにした。 
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はじめて 

さきに 

はじめに 

最初に 

最後に 

やっぱり／はやり 

実は 

for the first time 

before / ahead 

at first 

first 

at the end 

as expected 

actually 

先週はじめて空手をしましたが、なかなかうまくできませんでした。 

宿題はしなきゃいけないけど、先にご飯を食べよう。 

はじめに野菜を細かく切ってください。つぎに、肉を切ります。 

最初に新しい社員を紹介します。 

最後に質問を聞きます。 

今年は N4 を受けようと思いましたが、やっぱり N3 にします。 

実は来月、帰国することになりました。 

たとえば 

直接 

特に 

どんどん 

なるほど 

for example 

directly 

especially 

steadily 

I see 

日本の文化が好きです。たとえば、茶道や華道です。 

これは、あなたが直接彼女に話したほうがいいですよ。 

日本にはイベントがたくさんありますが、特にお正月が好きです。 

留学生がどんどん増えています。 

こうやるとかんたんですよ。－なるほど。じゃ、そうやってみます。 

問題.【正しい答えを選びましょう。】 

① 

A：今度うちに家族が来るから日本酒に合う日本料理を作りたいんですが、作り方の本が見つからないんです。 

B：もしよかったら、料理の本を貸しましょうか。子供用やベジタリアン用の料理の本もありますよ。 

A：それはうれしいです。両親、兄弟、兄弟の子供と、おじやおば、全員で 15 人くらい来るので。 

B：（もっと・ずいぶん・やっと）たくさん家族がいますね。 

A：私の母も父も、４人兄弟ですから。（どんどん・そろそろ・きっと）増えています。 

B：そうですか。 
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② 

A：すみません。ごみの出し方がわからないんですが、どうやって出したらいいですか。 

B：ごみは、もえるごみともえないごみに（だいたい・きちんと・ぴったりと）分けなければなりません。それに、 

リサイクルできるごみやビン、ペットボトル、ダンボールも別です。 

A：いつ、どこに出したらいいですか。 

B：もえるごみは火曜日と木曜日で、もえないごみは金曜日です。ビンやペットボトルなどは、土曜日ですよ。リサ 

  イクルできるごみについては、（できるだけ・やっぱり・そのまま）分けて出してください。 

A：電子レンジなどの古い家具はどうしたらいいですか。 

B：（たまに・そのまま・急に）出せばいいですよ。 

A：ありがとうございます。 

 

③ 

A：もう春ですね。最近、よく鳥の声が聞こえます。そういえば、夏ごろから東京の本社に行くんですか。 

B：そうです。今回は出張ではありませんから、（しばらく・そのまま・だいたい）東京にいます。 

A：東京へ行ったら、友達にも会えませんね。 

B：（ちっとも・やっぱり・どうも）さびしいですね。 

A：でも新幹線を使えば、大阪まで 3 時間くらいで来られますから、そんなに遠くはありませんよ。 

B：そうですね。 
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④ 

A：映画と本と、どちらのほうが好きですか。 

B：私は本のほうが好きです。小説は、１ヵ月に 5 冊は読んでいますよ。 

A：5 冊も読むんですか！？ 

B：はい。（ほとんど・さいきに・たいてい）小説を読むんですが、1 週間で 1 冊くらいです。 

 （かならず・きっと・特に）寝る前にベッドで読みますから。（どうも・たまに・もしかしたら）疲れていて、読

めない日もありますけどね。 

A：すごいですね。私は小説を読むとねむくなりますから。まんが以外は読みません。 

 

⑤ 

A：冬休みにどこかに行くの？ 

B：スキーやスノボをしに、スイスに行くんだ。泊まるところはまだ予約してないけどね。飛行機は予約してあるよ。 

A：スイスは一度だけ行ったことがあるよ。雪山でそりすべりをしたり、チーズを食べたりしたんだけど、 

（実は・特に・直接に）悪い思い出もあって。町に行った時、パスポートが入っているポーチをなくしてしちゃった 

の。（とうとう・結局・やっと）、食事をしたレストランにあったんだけどね。パスポートをコピーしておいたほうが 

いいよ。 

B：（やっぱり・なるほど・ぜったいに）。 
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⑥ 

A：何をしているんですか。 

B：日本語の勉強です。JLPT を受けることにしたから、合格できるように（しばらく・一生けん命・はっきり）勉 

  強しています。 

A：いいですね。どうやって勉強しているんですか。 

B：（どんどん・ぜったいに・ちょうど）毎日漢字を 15 回は書くようにしています。 

A：すごいですね。手で書くんですか。 

B：はい。日本に来る前は調べた単語や漢字をパソコンに入力していましたが、日本に来てから手で書くようになり 

  ました。日本には紙の書類がたくさんありますから。これは、日本語で書いてある新聞と辞書です。最近は、 

 （少しずつ・結局・やっぱり）読めるようになりましたから、とてもうれしいです。 

A：それはよかったですね。 

 


