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20. 12 万円代にしてはよさそうだね。 

文法：～にしては、～にしたら、～からみると／からいうと／からすると、～からして、～上、～の上では 

まり：この物件なんてどう？最寄り駅から徒歩 10 分圏内で、新築だって。 

彼氏：15 万は高くないか。これはどうだ？バストイレ別の。 

まり：え～。木造建築はちょっと 。見た目からしてなんか出そう。 

彼氏：ちょっと古いか。こっちは？システムキッチンにオートロック、宅 

   配ボックスもあるぞ。敷金は一ヶ月分に、礼金はゼロだって。管理 

   費含めて 12 万 8000 円だよ。 

まり：12 万円代にしてはよさそうだね。 

彼氏：間取りは 2LDK。バルコニーはなさそうだけど、いいんじゃない？ 

まり：この家賃と条件からすると、何かあるかもしれないね。警備は？ 

彼氏：まりの性格上、疑わずにはいられないって？家のこととなると、い 

   つもこうだからな。えっと 。防犯カメラにオートロック、テレビ 

   ドアホンもついてるよ。 

まり：いいね！写真の上ではわかりにくいし、今度見に行ってみよっか。  

賃料：12万円 管理費等：8000円 

敷金／保証金：１ヶ月／なし 礼金：なし 

間取り 2LD 

築年数 築 12年 

階 4階／4階建 

主要交通機関 JR〇〇線△△駅から徒歩 13分 

こちらは、最上階、角部屋、南向きの物件です。2 人

入居可物件のため、カップルやご夫婦さんにおすすめ

です！部屋の設備としては、システムキッチン、カウ

ンターキッチン、バス・トイレ別、浴室乾燥機、独立

洗面台、温水洗浄便座があります。エアコンが既に設

置されているため、初期費用を抑えることが出来ま

す。TVドアホンがあるため、無用な営業や不審者
ふしんしゃ

対策

にとても効果的です。その他フローリング、室内洗濯

機置場、駐車場・駐輪場があります。 
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～にしては－「～ということから考えると、（予想外にも…だ）」。自分自身のことには使わない。 

   【普通形】V、イ形容詞、ナ形容詞だである、N だである ＋にしては 

  ①彼はアウトドア派にしては、遠いところに足を運びたがらない。 

  ②これ、自分で作ったのかな？ －お手製というにしては、よく出来すぎてるんじゃない？ 

  ③築年数 100 年にしてはとても頑丈
がんじょう

で、この先 100 年でも人が住めるような造りをしている。 

  ④今年は異常気象が少なかったにしては、農産物のできが悪かった。 

 

★比べよう【～わりに（は）vs ～にしては】 

比較 ～わりに（は） ～にしては 

意味 ～という事実から考えると、予想外にも違う ～ということから考えると、予想外にも違う 

接続 【普通形】V、イ形容詞、ナ形容詞だな／である、N だの 【普通形】V、イ形容詞、ナ形容詞だである、N だである 

①幅がある名詞 重さのわりには、あまり重くないね。 ×重さにしては、あまり重くないね。 

事実を知らない事 
あの人、この大学の先生かな？ 

－×先生のわりには、若くない？ 

あの人、この大学の先生かな？ 

－先生にしては、若くない？ 

 

①年齢、世代、国籍、時間、季節、場所、学歴、成績、身長、値段、大きさ… 
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～にしたら－「～という立場や次元だったら、（…だろう・と思う）」。心情・感情・考えを推測する。 

   N ＋にしたら／にすれば／にしてみれば／にしても 

  ①周りの人にはわからないが、本人にしたら辛いことはいくつもある。 

  ②一般人にとってスキャンダルは面白いが、芸能人にすれば、プライベートを守ってほしいと思っているだろう。 

  ③今では見慣れた電子機器も、発明当時にしてみれば新しくて珍
めずら

しい物だったのだろう。 

 

～からみると／からいうと／からすると 

 －「～という立場から判断すると、（…だ）」。 

  N ＋からみると／からみても／からいうと／からすると／にしてみれば（たら・条件形も使われる） 

  ①親からすると子供に関することは大切だろうが、教師からするとすぐに口を出す保護者の対応は大変だろう。 

  ②夫婦喧嘩
げ ん か

の原因なんて、第三者から見れば、くだらないことが多い。 

  ③患者
かんじゃ

の立場からしたら、たとえたいした病気じゃなくても、詳しく調べて欲しいだろう。 

 
 －「～から考える・判断すると、（…だ）」。 

  N ＋からみると／からいうと／からすると（て形・たら・条件形も使われる） 

  ①能力、人柄、その他すべての点からみて、彼が一番頼れる人だと思う。 

  ②品質からいうと日本製がいいが、値段からいうと海外製の方が安くていい。 

  ③気温からみれば今年は例年より寒いが、降雪量からすると少ない年になりそうだ。 
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～からして－「一つの例は～だから、（他も・全体的にも…だ）」。 

  N ＋からして 

  ①あのホラー映画は題名からして、怖そうだ。 

  ②「異文化交流会」という名前からして、楽しそうなイベントだ。 

  ③彼は、動画づくりはただの趣味だと言っているが、編集の仕方からしてプロだ。 

  ④あの会社は大手のような振る舞いをするが、客への対応からしてまだ中小企業だろう。 

 

★比べよう【～からみると vs ～からいうと vs ～からすると】（て形・たら・条件形） 

使える文型 ①～という立場だったら…だろう。（推測） ②～という立場から…だ。（考え・判断） ③～から…だ。（考え・判断） 

みる 

・目で見て判断 

・客観的 

－ 

からみると 

からみても 

からみたら 

からみれば 

からみると 

からみて 

からみたら 

からみれば 

いう 

・側面から判断 
－ 

からいうと 

×からいって 

からいったら 

からいえば 

からいうと 

からいって 

からいったら 

からいえば 

する 

・客観的／主観的 

にしても 

にしたら 

にすれば 

にしてみれば 

からすると 

×からして 

からしたら 

からすれば 

からすると 

からして（～は…の属性） 

からしたら 

からすれば 
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【①～という立場だったら…だろう。（推測）vs ②～という立場から…だ。（考え・判断）】 

（私は日本人だ）×外国人は JLPT が難しいと言うが、日本人にしてみればとても簡単だ。（心情を推測） 

      〇外国人は JLPT が難しいと言うが、日本人からみればとても簡単だ。（考え・判断） 

 

【③～から…だ。（判断）】 

 ― いう（側面から判断）vs みる／する（判断材料から判断） 

            〇品質からいうと日本製がいい。（「品質」という側面から判断） 

      ×品質からすると／からみると日本製がいい。 

      〇売り上げの伸びからすると／からみると日本製がいい。（「売り上げの伸び」という判断材料から判断） 

      ×売り上げの伸びからいうと日本製がいい。 

 

 ―みる（目で見て判断） 

      〇今日の寒さからすると、明日には雪が降ると思う。 

      ×今日の寒さからみると、明日には雪が降ると思う。（「寒さ」は目で見て判断できない） 

 

 ―からして（～は…の属性） 

      〇世界的な基準からすると、日本は安全な国だろう。 

      ×世界的な基準からして、日本は安全な国だろう。（「世界的な基準」は「日本は安全な国」の属性ではない） 

      〇ルールの多さからして、日本は安全な国だろう。（「ルールの多さ」は「日本は安全な国」の属性） 
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～ 上
じょう

－「～の点から考えて」。視点や分野を意味する決まった名詞が使われる。 

   N（理論・教育・歴史・表面・立場・衛生…） ＋上 

  ①500 人の高校生に、好きな歴史上の人物に関するアンケートをとった。 

  ②理論上はできるかもしれないが、それを実現できるかどうかは別の話だ。 

  ③こちらの部品には小さな穴がありますが、製造過程でできるものなので、品質上問題はありません。 

  ④試験監督という立場上、カンニングをした人の答案用紙を提出するわけにはいかない。 

 

～の上
うえ

では－「～という範囲では（…だ）」。 

   N ＋の上では 

  ①書類の上では二人はまだ夫婦だが、今は別居している。 

  ②社内規則の上では禁止だが、守っている人を見たことがない。 

  ③地図の上では福祉施設がたくさんあるように見えるが、実際はそう近くない。 

  ④手に入れた情報の上では犯人は男性である可能性が高かったが、女性の可能性も出てきている。 
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★まとめ【～上】 

文型 意味 接続 例文 

～上
うえ

で 

～の前に、…が必要だ V 辞書形 ステージで演技をする上で、自信が大切になる。 

～の過程で、…がある V 辞書形 一緒に過ごす上で、愛情が生まれた。 

～の上
うえ

（で） 
～という準備をしてから、

…をする 
V た形、N の ご確認の上で、確定ボタンを押してください。 

～上
じょう

 ～の点から考えて N 構造上、地震に強い建物とは言えません。 

～の上
うえ

では ～という範囲では…だ N 数字の上ではわずかに可能性が残っているが、難しいだろう。 

 

 

問題 1.【「～にしては」を使って、文を完成させなさい。】 

①彼は医療機関で働いているにしては、                              。 

②売れ行きがいいにしては、                              。 

③履歴書に書く志望動機にしては、                              。 

④彼女は料理の腕がいいにしては、                              。 

⑤                                        。 
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問題 2.【「～にしたら」を使って、文を完成させなさい。】 

①玄人には簡単でも、素人にしたら                              。 

②電車に乗るだけでも、妊婦にしてみれば                              。 

③命がない野菜だけど、農家の人にすれば                              。 

④ちょっとした家賃の値上げでも、          にしたら                    。 

⑤ちゃんと捜査するとは言われても、          にしたら                    。 

⑥                                        。 

 

問題 3.【「～からみると／からいうと／からすると」（～という立場から判断する）を使って、文を完成させなさい。】 

①親の立場からみると、                              。 

②彼の年齢からすると、                              。 

③客からすれば、                              。 

④採用する側からいうと、                              。 

⑤負傷者からすれば、                              。 

⑥                                        。 
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問題 4.【「～からみると／からいうと／からすると」（～から判断する）を使って、文を完成させなさい。】 

①この建物は、屋根からみて                              。 

②二人の様子からみると、                              。 

③栄養面からいうと、                              。 

④試験の成績からいえば、                              。 

⑤彼女の態度からすると、                              。 

⑥                                        。 

 

問題 5.【「～からして」を使って、文を完成させなさい。】 

①彼はこれから就職面接会があるのに、          からして                    。           

②彼女は                    からして、借金の返済は無理だろう。 

③あの中年男性は                    からして、謙虚な人だと思う。 

④                              からして、慣れた人だ。 

⑤                              からして、面倒くさい。

⑥                                        。 
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問題 6.【「～上」を使って、文を完成させなさい。】 

①計算上では可能ですが、                              。 

②健康上の理由で、                              。 

③          では法律上、                              。 

④申し訳ございませんが、オンラインでの変更は          、できかねます。 

⑤          が、事実上は                              。 

⑥                                        。 

 

問題 7.【「～の上では」を使って、文を完成させなさい。】 

①暦の上では 3 月は春だが、                              。 

②校則の上では禁止だが、                              。 

③地図の上では                    が、                    。 

④法律の上では、                              。 

⑤正式な文法の上では                    が                    。 

⑥                                        。 
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問題 8.【正しい答えを選びなさい。】 

①便利さという点（からみれば・からして・にしては）、やはり田舎より都会のほうが暮らしやすい。 

②私を含め社員の立場（からすると・からして・にして）、給料は高ければ高いほどいい。 

③彼の様子（にしてみれば・からみて・からしてみれば）、彼女と別れてしまったようだ。 

④日本の習慣には、外国人（からみると・にして・にみれば）おかしなものも多くある。 

⑤このおもちゃは人気だが、安全面（からいうと・からみると・からすると）欠点があるようだ。 

⑥外科医という肩書き（にしては・からして・のわりには）、彼より優秀な知り合いはいないだろう。 

⑦（学歴上の・学歴の上の・学歴の上で）ことはどうにもならないが、学力だったら改善可能だ。 

⑧（履歴書の上の・履歴書上では・履歴書の上では）真面目な人だが、実は就職してすぐ辞めた仕事がいくつもある。 

⑨新たな信号の設置は、地域住民の意見をまとめた（上で・上の・上での）決定する。 

⑩新築は玄関（からして・にしては・からすると）、きれいだ。 

⑪目撃者
もくげきしゃ

の証言（からすると・からいうと・からみると）、犯人は身長が高めで細身らしい。 

⑫過去の成績（にしては・にしてみれば・からみると）、今年もスペインが優勝するに違いない。 

⑬大学院の教授（にしては・のわりには・にとっては）、教養がない。 

⑭あの国は消費税（にしてみると・からして・というより）、生活費にお金がかかりそうだ。 

⑮推薦入試を（受ける上・受ける上で・受ける上での）、推薦状のみならず自信も必要だ。 
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問題 9.【下の文章を読んで、質問に答えなさい。】 

 富士山は山梨県と静岡県の間にある、日本で一番高い山だ。今現在の新富士火山になったのは約一万年前だが、十万～二

十万年前にできた小御岳
こ み た け

火山、その後の古富士
こ ふ じ

火山、そして新富士
し ん ふ じ

火山の三世代*にわたる火山活動によって形成されたもの

だ。高さは 3776 メートルで、東京スカイツリー（634 メートル）の六つ分もあり、左右対称な青くて上の方にだけ雪があ

る姿がよく知られている。晴れていて風がない時には逆さ富士と呼ばれる、近くの湖に映る富士も見ることができる。さら

に、山肌が日光に照らされて赤く染まる赤富士もある。赤富士は美しく、有名な浮世絵師の葛飾
かつしか

北斎
ほくさい

の作品にもある。 

 富士山は日本人はもちろん、外国人も登りたがるほど人気だ。世界的に見ればそう高くはない上、形から見ても登りやす

そうだが、登山家であれば登らずにはいられないらしい。ある登山家によると、世界にはエベレストやマッターホルンとい

った大きな山があるが、ただ高ければ高いほどいいというわけではないという。富士山は『世界で最も美しい山』のランキ

ングにランクインするほどなのだ。また五合目までは車やバスでも行けるのは、素人には嬉しい。付近には湖や温泉、遊園

地まであるのに加え、東京から近いのも人気が高いポイントだ。2013 年に富士山が世界文化遺産に登録されたことから、

近年登山者も増えているという。 

 しかし、そんな富士山も活火山だ。記録によれば 781 年以後 17 回噴火している。噴火は平安
へいあん

時代に多く、800 年から

1083 年までの間に 12 回の噴火記録があるが、その合間には平穏な期間が数百年続くこともある。一時的に火山性地震が

活発化し、山頂で地震を記録したこともあるが、1707 年以来、300 年以上経った今でも起こっていない。これらは、地質

学からすると約五千年前ごろから引き続いて起きている一連の噴火活動だとも言われている。 

*現在は四世代以上の様々な説があります。 

 －参考「富士山の噴火史について」https://www.city.fuji.shizuoka.jp/safety/c0107/fmervo000000oxtb.html 

 

 

https://www.city.fuji.shizuoka.jp/safety/c0107/fmervo000000oxtb.html


13 
 N2[20]                                 ©satominchi.com All Rights Reserved. Satomi.KK 

①富士山はどんな山ですか。 

 

 

 

②富士山の人気の理由は何ですか。 

 

 

 

③富士山は噴火しますか。 

 

 

 

④人が（富士山に限らず）登山をする理由は何だと思いますか。考えて書きなさい。 


