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27. 風邪気味だって言ってなかった？ 

文法：～わりに（は）、～くせに、～っぽい、～だらけだ、～がち、～気味だ 

母：何してたの？ズボン、泥だらけじゃない。 

娘：ああ、ぽんた（犬）と一緒に遊んでたから。昨日の雨で地面がまだ濡
ぬ

れてたし、 

  おじいちゃんのわりにはよく走るから。 

母：体はもう平気なの？あんた、風邪気味だって言ってなかった？ 

娘：うん、もう平気。ちょっと熱っぽかっただけだから。 

母：そう。それならいいけど。昔から体が弱くてよく熱出すわりに、治るのはいつも早いんだから。 

娘：お母さんこそ。そろそろ 60 歳になるんだから、運動したほうがいいからといって、水泳とかマラソンとか運動しすぎ 

  て逆に体を悪くしないでよ。 

母：もう 60 歳になるくせにって？ 

娘：そんなんじゃないよ。気をつけてねってこと。 

母：はいはい。心配してくれてありがとう。 
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～わりに(は)－It’s used to say “despite of ~”, which has the feeling “~ is normally considered different”. 

   【普通形】V、イ形容詞、ナ形容詞だな、N だの ＋わりに（は） 

 ①母は年のわりには、若く見える。 

 ②兄は漫画家
ま ん が か

になると言っていたわりには、漫画を描いているところを見たことがない。 

 ③あのブランドの服は安いわりに質がいいから、10 代にも人気がある。 

 

～くせに－It’s used to say “even though ~” for people or groups that the speaker has a bad impression of. 

   【普通形】V、イ形容詞、ナ形容詞だな、N だの ＋くせに 

 ①もう疲れたのか。俺より若いくせに、体力ないなあ。 

 ②社会人のくせに、ごみを道に捨てるなんて信じられません。 

 ③文句ばかり言わないでくれる？何も知らないくせに。 

 

★比べよう【～くせに vs～のに】 

パターン 違う主語 自分自身 

～くせに ×宿題を見せてあげたくせに、彼は字が汚いと文句を言った。 ×一生懸命勉強したくせに、失敗してしまった。 

～のに 宿題を見せてあげたのに、彼は字が汚いと文句を言った。 一生懸命勉強したのに、失敗してしまった。 
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～っぽい 

 －It’s used when the speaker have an impression that something looks or seems a certain way. 

   イ形容詞い、N ＋っぽい 

  ①今日はいつもより大人っぽい服を着てるね。デートにでも行くの？ 

  ②誰に聞こうか。 －あそこにいる学生っぽい人に聞いてみよう。 

  ③壁の色を変えようと思うんだけど、何色がいいかな？ －白っぽい色なんかどう？ 

 

 －It’s used to say that “the person often or soon does ~, which is his/her personality.” Words such as あきる、怒る、忘れる are often used. 

   V ます形 ＋っぽい 

  ①私は忘れっぽいので、何でもメモするようにしている。 

  ②中山君は飽きっぽくて、勉強も仕事もすぐにやめてしまう。 

 

★比べよう【～っぽい vs～よう（みたい）vs～らしい】 

パターン 意味 接続 例文① 例文② 

～っぽい looks / kind of N っぽい 彼女は強くて、男っぽい。 黒っぽい服 

～よう／みたい metaphor 
V 普通形、N の＋ようだ 

V 普通形、N＋みたい 

彼女は強くて、男のようだ。 

彼女は強くて、男みたいだ。 
×黒のような服 

～らしい typical quality N らしい 
彼は強くて、男らしい。 

×彼女は強くて、男らしい。 
×黒らしい服 
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～だらけだ－It’s used when there are many dirty things or there are a lot of things that are bad for the speaker. 

   N ＋だらけだ 

  ①息子はサッカーをしているので、服も靴も泥だらけになります。 

  ②テストが返ってきたが、間違いだらけだった。 

  ③家の中で犬を飼っていて、すぐ毛だらけになるので掃除が大変です。 

  ④新しい会社に入社したばかりなので、まだ知らないことだらけです。 

 

～がちだ 

 －It’s used to say something/someone tends toward a bad state or situation, which means “something is often does / is ~”. 

   V ます形、N ＋がちだ 

  ①鈴木君は休みがちだが、テストの成績
せいせき

がいつもいい。 

  ②これは、初心者によくありがちな間違いです。 

  ③私は小さい頃から体が弱く病気がちなので、薬も注射
ちゅうしゃ

も全然こわくない。 

 

 －It’s used to say, “do something with condition like ～”, which is an idiomatic usage. 

   V ます形、N ＋がちだ 

  ①女性に年齢を聞く時は、遠慮
えんりょ

がちに聞いたほうがいいと思う。 

  ②急に別れを切り出された彼は、戸惑
と ま ど

いがちに理由を聞いた。 
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～気味
ぎ み

だ－It’s used to say, “The current situation seems somewhat ~.”, which is often used for a negative feeling. 

   V ます形、N ＋気味だ 

  ①この頃少し風邪気味で、咳
せき

が出たり頭が痛かったりします。 

  ②新入社員は、緊張
きんちょう

気味の顔をしていた。 

  ③経済政策
せいさく

の効果が見えないせいで、このところ大統領の支持率
し じ り つ

が下がり気味だ。 

 

★比べよう【～気味だ vs ～がちだ】 

パターン 意味 例文 例文 

～気味だ 今の状態 今日は曇り気味だ。 最近成績が下がり気味だ。 

～がちだ ある状況では、よく～が起こる 夏は曇りがちだ。 受験の後は、成績が下がりがちだ。 
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問題 1.【「～わりに（は）」を使って、文を完成させなさい。」】 

①保育園で働いているわりには、                              。 

②日本人のわりには、                              。 

③フランスで仕事しているわりには、                              。 

④小学生のわりに、                              。 

⑤彼女は「落ち着いてる」と言うわりに、                              。 

⑥                                        。 

 

問題 2.【「～くせに」を使って、文を完成させなさい。】 

①                    くせに、たばこなんか吸ってはいけません。 

②                    くせに、無理して食べなくてもいいよ。 

③彼は                    くせに、本ばかり買っている。 

④                    と言っていたくせに、                  。 

⑤彼女はよく人を裏切るくせに、                              。 

⑥                                        。 
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問題 3.【「～っぽい」を使って、文を完成させなさい。」】 

①ドーナツを作ったんだけど油っぽくて、                    。 

②課長はとても怒りっぽくて、                    。 

③彼は                    、子どもっぽい。 

④                    、水っぽくなるだろう。 

⑤                    、ほこりっぽくなってしまった。 

⑥                                        。 

 

問題 4.【「～だらけだ」を使って、文を完成させなさい。」】 

①               だらけの部屋は好きじゃない。 

②先週の理科のテストは               だらけだっだ。 

③今までを振り返ると               だらけだが、そこまで悪くない。 

④冷蔵庫を開けてみたら               だらけの               があった。 

⑤紅葉は好きだが、          が               だらけになるのは嫌だ。 

⑥                                        。 
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問題 5.【「～がちだ」を使って、文を完成させなさい。」】 

①                    は忘れがちだが、大切なことだ。 

②                    は人のせいにしがちだ。 

③                    と、               を想像してしまいがちだ。 

④親は子供のことに口を出しがちだが、                    。 

⑤                              ありがちだ。 

⑥                                        。 

 

問題 6.【「～気味だ」を使って、文を完成させなさい。」】 

①最近ちょっと疲れ気味だから、                    。 

②先週から風邪気味で、                    。 

③                    は、最近減り気味だ。 

④          が遅れ気味だから、                    。 

⑤          は寝不足気味で、                    。 

⑥                                        。 
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問題 7.【正しい答えを選びなさい。】 

①９月ですね。涼しくなって、秋（みたいに・のように・らしく）なってきましたね。 

②あなた（みたいに・らしく・っぽく）、日本語を上手に話せるようになりたいです。 

③本物（気味に・っぽく・らしく）見えるでしょう？でも、実は偽物
にせもの

なんだ。 

④仕事も教えてもらえるし、相談もしやすいし、鈴木部長は本当に部長（らしい・っぽい・みたい）。 

⑤さっき、黒（らしい・っぽい・のような）めがねをかけた人が訪ねてきたけど、弟さん？ 

⑥家を建てるなら、壁
かべ

を白（いに・みたいに・っぽく）すると、部屋が明るい感じになるよ。 

⑦彼は深刻なことでも冗談（気味に・っぽく・らしく）話すから、紛らわしい。 

⑧今年の梅雨はぜんぜん雨が降らなくて、梅雨（らしく・のようじゃ・みたいじゃ）ない。 

⑨妹は飽き（たので・ることから・っぽくて）、何を始めても途中でやめてしまう。 

⑩このノートパソコンは薄
うす

くて、壊れ（っぽ・やす・るべき）そうだ。 

⑪近所にある空き家に行ってみたら、ごみ（のよう・だらけ・気味）だった。 

⑫半額セールを行ったため、店の商品が不足（のよう・しがち・気味）だ。 

⑬彼の職業はモデルらしいよ。 －道理で、ハンサム（っぽい・なわけだ・がちだ）。 

⑭これの色、無難
ぶ な ん

すぎない？ －しかたがないよ、婦人服だから。灰色も茶色も、婦人服（らしい・気味・がち）でしょう？ 
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問題 8.【正しい答えを選びなさい。】 

 ①学校で（７月 20 日） 

ちさと：今日はバスケットボールクラブの練習に参加しないの？ 

みなみ：風邪ひいた（らしくて・みたいで・気味で）、体調が悪いんだ。 

明後日は大会だから休んでなんか（いる・いられる・いられない）んだけど。 

ちさと：熱はあるの？ 

みなみ：少し熱（っぽい・気味な・がちな）んだよね。 

ちさと：そうなんだ。病院は？ 

みなみ：明日よくなら（ないなら・ないと・なかったら）、行くつもり。 

 

 ②病院で（７月 2１日） 

医者：今日はどうされましたか。 

みなみ：熱はないんですが、体がだるいんです。 

医者：そうですか。咳
せき

や頭痛（という・といった・といえば）症 状
しょうじょう

はありますか。 

みなみ：いいえ、特にありません。 

医者：じゃ、薬を出しておきます。平気なら（飲まないでも・飲まなくても・飲まずにも）かまいません。 
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みなみ：あのう、明後日バスケの大会があるんですが、出てもいいですか。 

医者：みなみさんの体調（さえ・だけ・しか）よければ出てもかまいません。でも、あまりおすすめはしません。 

みなみ：そうですか。じゃ、今回は出場しない（よう・こと・ばかり）にします。 

 

 ③職員室で（７月 22 日） 

みなみ：あのう、すみません。 

林先生：どうしましたか。 

みなみ：おとといから少し体調が悪くて、昨日病院へ行ってきたんですが、医者によると悪化してしまうかもしれないとの

ことです。ですので、明日の試合には出られ（なさそうです・そうもありません・ないそうです）。 

林先生：そうですか。体調を崩
くず

すなんてみなみさん（っぽく・らしく・のようでは）ありませんが、しかたがないですね。

いつもみんなに（頼って・頼られて・頼らせて）いるので、疲れがたまったのかもしれませんね。 

みなみ：すみません。 

林先生：明日の試合は見に（来させられ・来られ・来られてい）ますか。 

みなみ：はい。たとえ試合に出られなくても、応援
おうえん

することはできます。 

林先生：わかりました。無理はしないようにしてくださいね。 

みなみ：ありがとうございます。 


