
Ranking: 1 
 為る 

情報利得:  0.016

…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文>…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文以外>…なさる 御…になる

御…なさる

<全体>

御…になる

…なさる

御…なさる

御…になる…なさる 御…なさる

全体（割合） 御…になる …なさる御…なさる

為る: 0 % 100 % 0 %

全体: 44.31 % 43.74 % 11.94 %

全体（頻度） 御…になる …なさる御…なさる

為る: 0 1258 0

全体: 4770 4625 1060

命令文 御…になる …なさる御…なさる

為る: 0 1235 0

全体: 1 4365 884

命令文以外 御…になる …なさる御…なさる

為る: 0 23 0

全体: 4769 260 176

【1】: 御…なさる（命令文以外） 【1】: 御…なさる（命令文）

【2】: …なさる（命令文以外）

なさるあんらったら、し　そのせきさんとやらが奥の差配を
なはるなら、檜垣船なし　「日にちをいそがん旅を
なすったやろ」し皇太子さんも、あのお母さん見たら、安心
なすっておいででしたしを大したお方だ、えらいお人だと大層感心
なはった人には気の毒し　「いやあ、怪我
なすった、すごい傷じし「どう

【2】: …なさる（命令文）

なさい、二十三万坪をし設省は、七十七万平米を公共的住宅用地に
なさい。し　例１にならって，次の計算を
なさい」し　「根本騎手に感謝
なさい。しを嘆いている暇があったら、きちんと勉強
なさい」しすぐ支度を
なさい！し社会の本当の厳しさを理解

【3】: 御…になる（命令文以外） 【3】: 御…になる（命令文）



Ranking: 2 
 見る 

情報利得:  0.016

…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文>…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文以外>…なさる 御…になる

御…なさる

<全体>

御…になる

…なさる

御…なさる

御…になる…なさる 御…なさる

全体（割合） 御…になる …なさる御…なさる

見る: 0 % 100 % 0 %

全体: 44.31 % 43.74 % 11.94 %

全体（頻度） 御…になる …なさる御…なさる

見る: 0 247 0

全体: 4770 4625 1060

命令文 御…になる …なさる御…なさる

見る: 0 238 0

全体: 1 4365 884

命令文以外 御…になる …なさる御…なさる

見る: 0 9 0

全体: 4769 260 176

【1】: 御…なさる（命令文以外） 【1】: 御…なさる（命令文）

【2】: …なさる（命令文以外）

なさるなら、見ていた見　「八卦を
なはりまっせ、履き残み　「まあ、待って
なさったことは、だれ見　「ええな、いま
なさらぬか」み　「京の高台寺へ行って
なさるのでございもす見　「はれまあ、旦那さまは八卦も
なさんきれいにしていみたくさんついているんですが，どうやって

【2】: …なさる（命令文）

なさいよ。みりに今になって毎朝が江副さんを弁護して
なさい」。み彼女は言った、「申して
なさい」見　「まあ、これを
なさい。見自分の気持ちを素直にラブレターにして
なさい」みだまされたと思ったつもりで一度聞いて
なされことになりますみ際の労働時間が９時間であっても７時間と

【3】: 御…になる（命令文以外） 【3】: 御…になる（命令文）



Ranking: 3 
 来る 

情報利得:  0.016

…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文>…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文以外>…なさる 御…になる

御…なさる

<全体>

御…になる

…なさる

御…なさる

御…になる…なさる 御…なさる

全体（割合） 御…になる …なさる御…なさる

来る: 0 % 100 % 0 %

全体: 44.31 % 43.74 % 11.94 %

全体（頻度） 御…になる …なさる御…なさる

来る: 0 277 0

全体: 4770 4625 1060

命令文 御…になる …なさる御…なさる

来る: 0 244 0

全体: 1 4365 884

命令文以外 御…になる …なさる御…なさる

来る: 0 33 0

全体: 4769 260 176

【1】: 御…なさる（命令文以外） 【1】: 御…なさる（命令文）

【2】: …なさる（命令文以外）

なさった」男の子が、来　「くわばら様が
なはったか」来安治川へは荷船に上乗りひて
なすったのかね」来　「ほう、チャシを見学に
なさいましたわね。き市川先生は、わたしを、ここへ引っ張って
なすったぞ〉来　〈ほら
なすった。来　そらまあ、よう

【2】: …なさる（命令文）

なさいといいながら毛きるときけば走って、早くパンストくらいは
なさい。来もう一度、うちに取りに
なさいと言われていた来２週間して薬がなくなったら
なさい。きついて
なさいと言われた。来そして大会の２日前にももう一度
なさい」「よし，１番き　「１ができたら先生にノートを見せに

【3】: 御…になる（命令文以外） 【3】: 御…になる（命令文）



Ranking: 4 
 居る 

情報利得:  0.016

…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文>…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文以外>…なさる 御…になる

御…なさる

<全体>

御…になる

…なさる

御…なさる

御…になる…なさる 御…なさる

全体（割合） 御…になる …なさる御…なさる

居る: 0 % 100 % 0 %

全体: 44.31 % 43.74 % 11.94 %

全体（頻度） 御…になる …なさる御…なさる

居る: 0 166 0

全体: 4770 4625 1060

命令文 御…になる …なさる御…なさる

居る: 0 121 0

全体: 1 4365 884

命令文以外 御…になる …なさる御…なさる

居る: 0 45 0

全体: 4769 260 176

【1】: 御…なさる（命令文以外） 【1】: 御…なさる（命令文）

【2】: …なさる（命令文以外）

なさるを、もしや大后いをおそばに置いて夜も昼もたわむれ遊んで
なさる。い何かにたいそう怯えて
なさるかの」い「武郎さん、このことを佐穂さんは知って
なさるね、お駒さん」い　「いい顔をして
なすった刺青の先生とい　「あっしゃ、ここに
なさるのかい？」いその、ある場所ってところまで突き止めて

【2】: …なさる（命令文）

なさい。い　あんたは黙って
なさい」い?君はそこに
なさい」ということだいどもの行動を愛情をもってただ黙って見て
なさい。いンズを、ぴったりヘリコプターに合わせて
なさい」い　「あっちへ行って
なさい。い　「ここで私達を待って

【3】: 御…になる（命令文以外） 【3】: 御…になる（命令文）



Ranking: 5 
 付ける 

情報利得:  0.014

…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文>…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文以外>…なさる 御…になる

御…なさる

<全体>

御…になる

…なさる

御…なさる

御…になる…なさる
御…なさる

全体（割合） 御…になる …なさる御…なさる

付ける: 0 % 96.88 % 3.12 %

全体: 44.31 % 43.74 % 11.94 %

全体（頻度） 御…になる …なさる御…なさる

付ける: 0 62 2

全体: 4770 4625 1060

命令文 御…になる …なさる御…なさる

付ける: 0 59 2

全体: 1 4365 884

命令文以外 御…になる …なさる御…なさる

付ける: 0 3 0

全体: 4769 260 176

【1】: 御…なさる（命令文以外） 【1】: 御…なさる（命令文）

なさい。つけ氣をお
なさい、とすすめる。つけじような生活をして「蛋白」をからだにお

【2】: …なさる（命令文以外）

なさいませです！！！つけさっきの質問にＢＡ
なさいませや」つけ　「蘭さま、ものいいにはよう気を
なすって」つけ　「短筒にお気を

【2】: …なさる（命令文）

なせえよ」つけはまだ若いから仕方ねえが、女だけは気を
なさい、天鳥。つけそれならいいが…気を
なさい。つけ　「きみ、馬に鞍を
なせえよ」つけ　「気を
なさいね」つけ　「今度から気を
なさい。つけ○さかさまに落ちないように、気を

【3】: 御…になる（命令文以外） 【3】: 御…になる（命令文）



Ranking: 6 
 寝る 

情報利得:  0.013

…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文>…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文以外>…なさる 御…になる

御…なさる

<全体>

御…になる

…なさる

御…なさる

御…になる
…なさる

御…なさる

全体（割合） 御…になる …なさる御…なさる

寝る: 0 % 92.68 % 7.32 %

全体: 44.31 % 43.74 % 11.94 %

全体（頻度） 御…になる …なさる御…なさる

寝る: 0 38 3

全体: 4770 4625 1060

命令文 御…になる …なさる御…なさる

寝る: 0 37 3

全体: 1 4365 884

命令文以外 御…になる …なさる御…なさる

寝る: 0 1 0

全体: 4769 260 176

【1】: 御…なさる（命令文以外） 【1】: 御…なさる（命令文）

なさい、え？寝　「早くお
なさいよ、ェえ？寝、ま、あたしはいいから…お前さん早くお
なさいよ」寝えェ…あたしはまだ眠くないから…お

【2】: …なさる（命令文以外）

なはったら（寝られた寝を焚かんずくに（焚かないで）今晩ここに

【2】: …なさる（命令文）

なさい」としか答えら寝での経験は無かったので「死なないように
なさい！！！！」寝「とっとと
なさいって言ったら、寝早く
なさい？寝ＰＣなんか触ってないで
なさい」と言ってくれ寝がミルクをあげるから、あなたはゆっくり
なさい。寝　「

【3】: 御…になる（命令文以外） 【3】: 御…になる（命令文）



Ranking: 7 
 言う 

情報利得:  0.012

…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文>…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文以外>…なさる 御…になる

御…なさる

<全体>

御…になる

…なさる

御…なさる

御…になる…なさる
御…なさる

全体（割合） 御…になる …なさる御…なさる

言う: 2.49 % 94.53 % 2.99 %

全体: 44.31 % 43.74 % 11.94 %

全体（頻度） 御…になる …なさる御…なさる

言う: 5 190 6

全体: 4770 4625 1060

命令文 御…になる …なさる御…なさる

言う: 0 167 5

全体: 1 4365 884

命令文以外 御…になる …なさる御…なさる

言う: 5 23 1

全体: 4769 260 176

【1】: 御…なさる（命令文以外）

なさる！いひ　何をお

【1】: 御…なさる（命令文）

なさい、言いアーダにむかって、さらにつけ加えて、お
なさい、…お前の言う言い…じゃ、お
なさるな。いひ事をおいひなさい、そんな極端なことをお
なさい…」言い　「ああァ、なんでもお
なさい、そんな極端ないひ　兄さん、有り得る程度の事をお

【2】: …なさる（命令文以外）

なさったのは、おまえ言い　「音羽屋でなければ人ではないように
なさって、そのお春ど云い
なさって、着物着かえ云いへん云うたんやけど、浴衣がけでは失礼や
なさるとおりです」言い　「
なはった（言われた）言い　「夕べお遍路さんが開いとったと
なはんな、十六年間も云い　「そんな狐に抓まれたみたいなこと、

【2】: …なさる（命令文）

なさい。言いうものと思わないものをあげ，その理由を
なさい」言い　「では、あなたが聞いたと思うことを
なさい。言いダイエットが祟りリバウンドしたと・・・
なさい。言い３　例にならって，英文を書きかえて
なさい。いい角柱や角錐の側面について気づいたことを
なさいよ』言い冗談も休み休み

【3】: 御…になる（命令文以外）

になりまして、云ひに、今日は裁縫科の方に希望を述べるとお
になった言葉、もし良云い山］智恵子さんについて、あなたが一寸お
になりました。云ひなら皆本科にお変りなさいと云ふことをお
になつた、それを神事言ひ神様として思ひ、神様としてお
になるんです」いい　「私に、どうしろとお

【3】: 御…になる（命令文）



Ranking: 8 
 行く 

情報利得:  0.012

…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文>…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文以外>…なさる 御…になる

御…なさる

<全体>

御…になる

…なさる

御…なさる

御…になる…なさる 御…なさる

全体（割合） 御…になる …なさる御…なさる

行く: 2.67 % 94.66 % 2.67 %

全体: 44.31 % 43.74 % 11.94 %

全体（頻度） 御…になる …なさる御…なさる

行く: 7 248 7

全体: 4770 4625 1060

命令文 御…になる …なさる御…なさる

行く: 0 233 7

全体: 1 4365 884

命令文以外 御…になる …なさる御…なさる

行く: 7 15 0

全体: 4769 260 176

【1】: 御…なさる（命令文以外） 【1】: 御…なさる（命令文）

なさい。行きいますぐエルシー先生の手伝いにとんでお
なさいよ、ちょうどき行きやけになった芸者が、“もう一発やってお
なさい！行きしも早くどこかアメリカあたりへ逃げてお
なさい。行き　「これを持ってお
なされ」行き源太夫どのと一緒にお
なさい〉行き好きなところへお

【2】: …なさる（命令文以外）

なさる。行き?嬢ちゃんや、どこへ
なはったか、上方の方行きさいときから知ってるおじさんに「どこに
なはりますか」「トン行きり合いの方々がお見舞いにみえて「どこに
なさるなら、よしたほ行き　「喜作爺さんの、寺へ
なすったことのような行き旦那が仕残して
なさるでしょうねえ。行き今の方がかえって余計持って

【2】: …なさる（命令文）

なさい」いき「さあ、二階へ
なさい」行き　「気に入ったら持って
なさい」いき年に合わせてもっとユックリズムで
なさい、下の人は上っいき上の人は下って
なさい」行き諸葛亮「魏延、凡将の迎撃に
なさい。行きこの人参を持って

【3】: 御…になる（命令文以外）

になったことはござい行き東亜国内航空、この航空三社いずれかにお
になりました会談で、行きところが、与党三党の代表団がお
になるはずはありませ行きなさっているのですから、私が誘ってもお
になっていらっしゃる行きるのか、そこらの実情も、あちらこちらお
になりましたから、楽行き「新井選手が、３塁までお
になっておるからわか行き現場に行きなされば、皆さん方も現場にお

【3】: 御…になる（命令文）



Ranking: 9 
 呉れる 

情報利得:  0.027

…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文>…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文以外>…なさる 御…になる

御…なさる

<全体>

御…になる

…なさる

御…なさる

御…になる

…なさる

御…なさる

全体（割合） 御…になる …なさる御…なさる

呉れる: 0 % 20.69 % 79.31 %

全体: 44.31 % 43.74 % 11.94 %

全体（頻度） 御…になる …なさる御…なさる

呉れる: 0 12 46

全体: 4770 4625 1060

命令文 御…になる …なさる御…なさる

呉れる: 0 8 44

全体: 1 4365 884

命令文以外 御…になる …なさる御…なさる

呉れる: 0 4 2

全体: 4769 260 176

【1】: 御…なさる（命令文以外）

なはるなあ。くん　「ほんまにあんた、あっさりお
なはるのか。くん　「おおきに、お

【1】: 御…なさる（命令文）

なさい」くんいるんだから、この件は気を遣わないでお
なせい！！！くんチョっくら聞いてお
なさい」と連れてきたくん、和助が「検校さまの杖代わりに使ってお
なせえ。くん　「沖田先生、助けてお
なさい」くんよおく見ててお
なさいな。くん翰堂に一緒して、念のため、尋ねてみてお

【2】: …なさる（命令文以外）

なさんねかの。くん　「いや武郎さん、私を信じては
なさったとじゃけん、くれちゃん、せっかく支部長さんが気を遣うて
なさるひとがあっかもくれのなかには一人ぐれ治療できる、といって
なさんねでしょうか。くんあるいは少しでも上、てあんふうにお決め

【2】: …なさる（命令文）

なさればいいことにねくれまあ，ゆっくりとして行って
なさい。くん　「何てことを…ど、どうか助けて
なさんな。くれ事に追われているのに、余計なことをして
なされば、何じゃそんくんまあ、気を落ち着けて耳を傾けて
なさい。くん著作権に注意してコピーして
なはれ」くれ受け取って

【3】: 御…になる（命令文以外） 【3】: 御…になる（命令文）



Ranking: 10 
 仕舞う 

情報利得:  0.009

…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文>…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文以外>…なさる 御…になる

御…なさる

<全体>

御…になる

…なさる

御…なさる

御…になる

…なさる

御…なさる

全体（割合） 御…になる …なさる御…なさる

仕舞う: 2.38 % 73.81 % 23.81 %

全体: 44.31 % 43.74 % 11.94 %

全体（頻度） 御…になる …なさる御…なさる

仕舞う: 1 31 10

全体: 4770 4625 1060

命令文 御…になる …なさる御…なさる

仕舞う: 0 28 9

全体: 1 4365 884

命令文以外 御…になる …なさる御…なさる

仕舞う: 1 3 1

全体: 4769 260 176

【1】: 御…なさる（命令文以外）

なさった。しまいそこで十二年立ってから縊り殺されてお

【1】: 御…なさる（命令文）

なさい。しまひ…タイタス、もう涙を拭いてお
なさいな。しまい還俗してお
なさい。仕舞い今すぐ、解約してお
なさいませ」しまいその嫌疑をべつの方向へそらしてお
なさい」と説教を始めしまいすると夫人は、「何もかも捨ててお
なさい。しまい先を続けて、ひと思いに全部ぶちまけてお

【2】: …なさる（命令文以外）

なさった。しまいとしておかなくてはと、とうとうＩにして
なさったのん気の毒やしまい?と、自分のために避暑に行くのん止めて
なさる、というようにしまい残っていた雪を、すっかり取り捨てさせて

【2】: …なさる（命令文）

なさい。しまい習慣をつけなさい、使ったら元のところに
なさい。しまいあなたの大失敗も、主にゆだねて
なさいな。」しまい今日はドーンと地獄に堕ちて
なさい」。しまいッチャ、チッチッチャ、自分の血は舐めて
なさい。しまい何もかも忘れて
なさいよ。しまいいいんだけど、いい加減こっちにも慣れて

【3】: 御…になる（命令文以外）

になつたわ。しまひ狂乱ぶりに呆れて、二階へ引きこもつてお

【3】: 御…になる（命令文）



Ranking: 11 
 結婚 

情報利得:  0.011

…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文>…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文以外>…なさる 御…になる

御…なさる

<全体>

御…になる

…なさる

御…なさる

御…になる

…なさる

御…なさる

全体（割合） 御…になる …なさる御…なさる

結婚: 2.27 % 59.09 % 38.64 %

全体: 44.31 % 43.74 % 11.94 %

全体（頻度） 御…になる …なさる御…なさる

結婚: 1 26 17

全体: 4770 4625 1060

命令文 御…になる …なさる御…なさる

結婚: 0 1 0

全体: 1 4365 884

命令文以外 御…になる …なさる御…なさる

結婚: 1 25 17

全体: 4769 260 176

【1】: 御…なさる（命令文以外）

なさるとでも。結婚　ではあらたにご
なさったはずですけど結婚　「そういえば、飯島さんもあの年にご
なさる前ですよね？結婚ご
なさって、披露宴はど結婚　「邦夫先生が（高見）エミリーさんとご
なさるそうで。結婚ご
なさった。結婚ら、乳母にして叔母であるこの玉依姫とご

【1】: 御…なさる（命令文）

【2】: …なさる（命令文以外）

なさった方、今の生活結婚できちゃった
なさいました、若旦那結婚　
なさるとは知りません結婚私はあなたが
なさりたいんですね、結婚「やっぱり、愛のために
なさるなんて思いはし結婚だれもあの方がだんなさまと
なすってからは。結婚ァシーについては何も存じません、ことに

【2】: …なさる（命令文）

なさい。結婚　「あなた、

【3】: 御…になる（命令文以外）

になる、結婚される〈結婚ご

【3】: 御…になる（命令文）



Ranking: 12 
 相談 

情報利得:  0.005

…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文>…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文以外>…なさる 御…になる

御…なさる

<全体>

御…になる

…なさる

御…なさる

御…になる…なさる

御…なさる

全体（割合） 御…になる …なさる御…なさる

相談: 16.67 % 50 % 33.33 %

全体: 44.31 % 43.74 % 11.94 %

全体（頻度） 御…になる …なさる御…なさる

相談: 5 15 10

全体: 4770 4625 1060

命令文 御…になる …なさる御…なさる

相談: 0 1 1

全体: 1 4365 884

命令文以外 御…になる …なさる御…なさる

相談: 5 14 9

全体: 4769 260 176

【1】: 御…なさる（命令文以外）

なさってください。相談よく病院でご
なすったものですから相談は、大へん御心配になって、明智探偵に御
なさいました？相談　勝さんにもご
なさるとよろしいかと相談も早朝に胸痛発作があることを主治医にご
なさってください。相談その方にご
なさってみては如何で相談（終了前までに）の出品中に刑事の方へご

【1】: 御…なさる（命令文）

なさい。相談入社してまた悩みが出てきたら、ここでご

【2】: …なさる（命令文以外）

なさるのはこ勝手です相談むろん個人弁護士に
なさるのがよい。相談光明寺（信光明寺）の超誉存牛と道閲にも
なさってください。相談一度
なさってください。相談診療内科医などの専門家に
なさってみてはどうで相談分のところでやってらっしゃるところ）で
なさるのがよい。相談ただし、大樹寺御長老様にお計らいを

【2】: …なさる（命令文）

なさい、ボランティア相談近隣の鳶職や建築業者に

【3】: 御…になる（命令文以外）

になった湾内の漁業の相談う事業を使いまして、県と漁協との間で御
になって、やるべき方相談大臣は、文部省なり科学技術庁あたりと御
になったのでございま相談にして還元をしようということを閣議で御
になって、京都からお相談春獄さんは老中の板倉などとだんだんご
になれば」相談?じゃ、シューフィッターにご

【3】: 御…になる（命令文）



Ranking: 13 
 答弁 

情報利得:  0.001

…なさる 御…になる

御…なさる

No Data

<命令文>…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文以外>…なさる 御…になる

御…なさる

<全体>

御…になる

…なさる

御…なさる

御…になる

…なさる

御…なさる

全体（割合） 御…になる …なさる御…なさる

答弁: 50 % 33.33 % 16.67 %

全体: 44.31 % 43.74 % 11.94 %

全体（頻度） 御…になる …なさる御…なさる

答弁: 15 10 5

全体: 4770 4625 1060

命令文 御…になる …なさる御…なさる

答弁: 0 0 0

全体: 1 4365 884

命令文以外 御…になる …なさる御…なさる

答弁: 15 10 5

全体: 4769 260 176

【1】: 御…なさる（命令文以外）

なさっていると思いま答弁このことはほかの委員会でも取り上げて御
なさっているように、答弁府に責任なしとは言えないということを御
なさらないので、一つ答弁余り大臣が御
なさったことについて答弁そういうことから、運輸大臣が御
なさっているのかな。答弁わかって御

【1】: 御…なさる（命令文）

【2】: …なさる（命令文以外）

なすった方なので、後答弁つまり、当時通産大臣であった橋本さんが
なさった約二千人、千答弁この四千五百人という先ほどの数字は、今
なすったでしょう、広答弁とおっしゃったでしょう、そしていろいろ
なさったことも含めて答弁んできたわけでありますけれども、今まで
なさっているんですが答弁この方が
なさったように、運輸答弁今度の新会社への移管について今あなたが

【2】: …なさる（命令文）

【3】: 御…になる（命令文以外）

になったように十分ひ答弁ひとつ今後この補助の増額ですね、いま御
になったわけでござい答弁任を持って解決策を講じるということを御
になっておられます。答弁等も保護されると銀行局長は昨年秋以来御
になるかどうかわかり答弁御
になりましたけれども答弁大臣が御
になった。答弁在すると私は思います、こういうふうに御

【3】: 御…になる（命令文）



Ranking: 14 
 考える 

情報利得:  0.011

…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文>…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文以外>…なさる 御…になる

御…なさる

<全体>

御…になる

…なさる

御…なさる

御…になる…なさる

御…なさる

全体（割合） 御…になる …なさる御…なさる

考える: 2.08 % 91.67 % 6.25 %

全体: 44.31 % 43.74 % 11.94 %

全体（頻度） 御…になる …なさる御…なさる

考える: 1 44 3

全体: 4770 4625 1060

命令文 御…になる …なさる御…なさる

考える: 0 43 2

全体: 1 4365 884

命令文以外 御…になる …なさる御…なさる

考える: 1 1 1

全体: 4769 260 176

【1】: 御…なさる（命令文以外）

なさらなくちや可けな考へくちやならん責任があると云ふ事は篤とお

【1】: 御…なさる（命令文）

なされ」考えれよりも隙を見て南都を脱け出すことをお
なさい」考え　「〈分かつ者〉のことは男性だとお

【2】: …なさる（命令文以外）

なさっているのだから考えようく

【2】: …なさる（命令文）

なさい。考え考えて、そのためにあなたが何をしたかを
なさいと再三言ってき考えめてもう十分検討をして新しいシステムを
なさいよ」考えちゃんと
なさい、と怒っていた考えあなたも人生をもっと真面目に
なさい．考え社のドメインの物理的定義と機能的定義を
なさいと述べているこ考えながら、揺り定めてすべからく次のように

【3】: 御…になる（命令文以外）

になれないでしょうか考えませんが、もう少しあなたということをお

【3】: 御…になる（命令文）



Ranking: 15 
 置く 

情報利得:  0.012

…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文>…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文以外>…なさる 御…になる

御…なさる

<全体>

御…になる

…なさる

御…なさる

御…になる
…なさる 御…なさる

全体（割合） 御…になる …なさる御…なさる

置く: 3.42 % 95.21 % 1.37 %

全体: 44.31 % 43.74 % 11.94 %

全体（頻度） 御…になる …なさる御…なさる

置く: 5 139 2

全体: 4770 4625 1060

命令文 御…になる …なさる御…なさる

置く: 0 137 2

全体: 1 4365 884

命令文以外 御…になる …なさる御…なさる

置く: 5 2 0

全体: 4769 260 176

【1】: 御…なさる（命令文以外） 【1】: 御…なさる（命令文）

なさいよ。おきヤペテ　放ってお
なさいまし。）おきそうしてお

【2】: …なさる（命令文以外）

なすって下さいまし。おきは、一人もおらないことを、よくと御承知
なさるさ。」おきませんから、あんたも、とっくり、考えて

【2】: …なさる（命令文）

なさい。おきどんなことを人生でしても、これを覚えて
なさい。おき持って帰って取って
なさいっていうのよ。おきだったら、ちゃんと考えを整理して
なさい。おきおぼえて
なせえというこった」おきまあほどほどにして
なさい」おきて、よく部屋の掃除をして、きちんとして

【3】: 御…になる（命令文以外）

になり、また新しい草置きをあなたの籠の底に敷き、その上に魚をお
になるように、嗣子が置きなり、扇の先は左腕の先に当る袖の上にお
になっておいた方がよ置きないような貴重品なのですから、手許にお
になるはずもなく、…置きのようなありふれたお廚子などに放ってお
になつた、真実に楠さ置きて居るのに私を反省させるために譲つてお

【3】: 御…になる（命令文）



Ranking: 16 
 貰う 

情報利得:  0.006

…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文>…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文以外>…なさる 御…になる

御…なさる

<全体>

御…になる

…なさる

御…なさる

御…になる

…なさる 御…なさる

全体（割合） 御…になる …なさる御…なさる

貰う: 12.5 % 82.5 % 5 %

全体: 44.31 % 43.74 % 11.94 %

全体（頻度） 御…になる …なさる御…なさる

貰う: 5 33 2

全体: 4770 4625 1060

命令文 御…になる …なさる御…なさる

貰う: 0 31 1

全体: 1 4365 884

命令文以外 御…になる …なさる御…なさる

貰う: 5 2 1

全体: 4769 260 176

【1】: 御…なさる（命令文以外）

なすったらようございもらいになったら、一日も早くよいお嫁さんをお

【1】: 御…なさる（命令文）

なさいなんて言われるもらいんだけど、さ、おばちゃんに抱っこしてお

【2】: …なさる（命令文以外）

なさったら、烈ちゃんもらい　あにさまがお嫁さん
なさいますか？」もらい爵、あなた食事のときにナプキンを結えて

【2】: …なさる（命令文）

なさいね』って言ってもらい、早くきれいな優しい人にお嫁さんに来て
なさいといわれます。もらいる場合には，その前に身内から援助をして
なさい。もらい　「そんなにいうのなら、ここで手術して
なさい。もらい不良品ですから交換して
なさいよ」もらいゃ、彼女に断って、ベッドに腰かけさせて
なさい」もらい行って、オーロラのことをいろいろ教えて

【3】: 御…になる（命令文以外）

になったのです。もらい　「かたわなら、なぜお
になるわけですけれどもらいんですが、大臣個人としては、近い将来お
になったんじゃありまもらいませんか、背の低いのは最初から承知でお
になった白川英樹さんもらいざいますが、昨日、ことしノーベル賞をお
になったとのことであ貰い任中に、ブルガリアの大使からお土産にお

【3】: 御…になる（命令文）



Ranking: 17 
 返る 

情報利得:  0.023

…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文>…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文以外>…なさる 御…になる

御…なさる

<全体>

御…になる

…なさる

御…なさる

御…になる

…なさる

御…なさる

全体（割合） 御…になる …なさる御…なさる

返る: 1.09 % 26.09 % 72.83 %

全体: 44.31 % 43.74 % 11.94 %

全体（頻度） 御…になる …なさる御…なさる

返る: 2 48 134

全体: 4770 4625 1060

命令文 御…になる …なさる御…なさる

返る: 0 47 132

全体: 1 4365 884

命令文以外 御…になる …なさる御…なさる

返る: 2 1 2

全体: 4769 260 176

【1】: 御…なさる（命令文以外）

なさいました。帰り　「ようまあ御無事でお
なさらないと、何事か帰り仰せでござりますが、もしお席へお

【1】: 御…なさる（命令文）

なさい，さよなら」で帰りける老人語であるが，意味は「御無事でお
なさい」帰り「あ、お
なさい」帰り　「あらあ、お
なさい」帰ん　「お
なさい」の心地よさ帰り「お
なさい」帰り　「お

【2】: …なさる（命令文以外）

なさったかい、」駅長帰ん　「

【2】: …なさる（命令文）

なさい」帰り野菜を包んでおくから、あとで持って
なさい』って一言だけ帰り礼を言おうと思ってたのに、『気をつけて
なさい」帰りあなたも、もう
なさい」帰り「雨がひどくなるといけないから、早く
なさいって言ってくれ帰りル?お父さんとお母さんが、ボクに日本に
なさい」帰りミたちには関係ないから、さっさと教室に

【3】: 御…になる（命令文以外）

になりし故、就床せりかへり九時頃、皆様お
になりし故、いとうれかへりは明日の父上の御誕辰につき、鎌倉よりお

【3】: 御…になる（命令文）



Ranking: 18 
 食べる 

情報利得:  0.008

…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文>…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文以外>…なさる 御…になる

御…なさる

<全体>

御…になる

…なさる

御…なさる

御…になる

…なさる 御…なさる

全体（割合） 御…になる …なさる御…なさる

食べる: 9.57 % 86.17 % 4.26 %

全体: 44.31 % 43.74 % 11.94 %

全体（頻度） 御…になる …なさる御…なさる

食べる: 9 81 4

全体: 4770 4625 1060

命令文 御…になる …なさる御…なさる

食べる: 0 79 4

全体: 1 4365 884

命令文以外 御…になる …なさる御…なさる

食べる: 9 2 0

全体: 4769 260 176

【1】: 御…なさる（命令文以外） 【1】: 御…なさる（命令文）

なさいよ。食べお
なさいよ。食べ　「どんなって…、さあお
なさいよ。食べどんどんお
なさいよ」と述べていたべずとはやくよくなりうまいものをたんとお

【2】: …なさる（命令文以外）

なさったものよ」食べあちゃんお葬式のときにはいつでも御馳走
なさったんじゃないか食べ　「何か悪いものでも

【2】: …なさる（命令文）

なさい。食べ「とって
なさい食べは野菜って知っているけどこれをちゃんと
なさい」って注意され食べ　「よくかんで
なさい」食べ、成り立たないのよ、それじゃ、我慢して
なっせ」食べこっちのぶん、
なさい」食べそのケーキ

【3】: 御…になる（命令文以外）

になりますか」食べ　「なにか朝食をお
になるけれど、海苔は食べ朝、昼、晩のご飯に、海苔を、よくお
になるから、だいじに食べ　お前は、女王様がお
になるのかもしれませ食べいただいていると、そのくらいたくさんお
になりましたか」食べ　「美雪総監、今朝は朝食はお
になりたいものはあり食べ　「ほかに何かお

【3】: 御…になる（命令文）



Ranking: 19 
 利用 

情報利得:  0.003

…なさる 御…になる

御…なさる

No Data

<命令文>…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文以外>…なさる 御…になる

御…なさる

<全体>

御…になる

…なさる

御…なさる

御…になる

…なさる

御…なさる

全体（割合） 御…になる …なさる御…なさる

利用: 64 % 18 % 18 %

全体: 44.31 % 43.74 % 11.94 %

全体（頻度） 御…になる …なさる御…なさる

利用: 32 9 9

全体: 4770 4625 1060

命令文 御…になる …なさる御…なさる

利用: 0 0 0

全体: 1 4365 884

命令文以外 御…になる …なさる御…なさる

利用: 32 9 9

全体: 4769 260 176

【1】: 御…なさる（命令文以外）

なさる人間が余りにも利用れども、工事費を御負担願いましても、御
なさっているので、イ利用お話によると、光電話をご
なさるお客様が一体ど利用一点は、新駅をつくった場合にその駅を御
なさるお客様方にしま利用また御
なさるつもりなら、通利用　「どうしてもこの列車を御
なさる世界のＶＩＰの利用　帝国ホテルをご

【1】: 御…なさる（命令文）

【2】: …なさる（命令文以外）

なさる人がいますので利用ュワーデスは、さまざまな条件で飛行機を
なさるだろう。利用おっぴらにして憚らぬ王の驕慢?すべてを
なさるかたはいらっし利用く普通のサラリーマンでも任意後見制度を
なさることでも有名と利用　このホテルは歴史も旧く、皇室が
なさった方、ご意見を利用比べてそれほど違いはないのか、どなたか
なさっているホテルと利用とても皇室が

【2】: …なさる（命令文）

【3】: 御…になる（命令文以外）

になる方であれば、私利用のお客さまでも、たびたび帝国ホテルをご
になっておるというの利用団体の方、あるいは老人クラブの方等が御
になる場合、あらかじ利用テクニカルサポートセンターをご
になった皆様には既に利用また、ＥＴＣ車載器飛騨市助成金をご
になられてはいかがで利用ｔＯｆｆｉｃｅと互換性が有りますからご
になりたい保育所に、利用※ご

【3】: 御…になる（命令文）



Ranking: 20 
 上げる 

情報利得:  0.006

…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文>…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文以外>…なさる 御…になる

御…なさる

<全体>

御…になる

…なさる

御…なさる

御…になる

…なさる
御…なさる

全体（割合） 御…になる …なさる御…なさる

上げる: 10.71 % 81.25 % 8.04 %

全体: 44.31 % 43.74 % 11.94 %

全体（頻度） 御…になる …なさる御…なさる

上げる: 12 91 9

全体: 4770 4625 1060

命令文 御…になる …なさる御…なさる

上げる: 0 89 8

全体: 1 4365 884

命令文以外 御…になる …なさる御…なさる

上げる: 12 2 1

全体: 4769 260 176

【1】: 御…なさる（命令文以外）

なさつては如何ですかあげ房の対面、柔和しい言葉の一つもかけてお

【1】: 御…なさる（命令文）

なさい」あげおともだちが　みえたら、わけて　お
なさいよ」あげすえさんが気をもんでるわ、早く帰ってお
なさい、と。あげ族が待っているだろうから、早く帰ってお
なさい」あげあなたのちっちゃいお嬢ちゃんに読んでお
なさい」あげ今読んでお
なさい。あげい笑顔と機知にとんだ会話でなぐさめてお

【2】: …なさる（命令文以外）

なはったそうな（あげあげの係りの人と一緒になって、丁寧に葬って
なさるべき好機でござあげ風も順風と見えますし、いまこそ帆を

【2】: …なさる（命令文）

なさい」あげ　「可哀想に、よくお念仏をして
なさい。挙げ九十人ほど集まったと聞きましたが、手を
なさい。あげよい子」のロッカーになっている子は手を
なさい。あげ　「そうか、まあよく見て
なさい。」上げたなら、からだをまっすぐにし、頭を上に
なさい…」あげ「そう、自分が感じるように相手を愛して

【3】: 御…になる（命令文以外）

になった。あげある箱に入れ、昔の薫衣香を一壺添えてお
になったそうで、まこあげも、同じように鼻の赤い兄君の阿闍梨にお
になれば、二階に明かあげ先生がもう少し顔を出して、目を上にお
になる。あげと言って、お手紙をお
になれば」あげいんですよ、祐子さん、軽井沢に行ってお
になるが、女用の袴のあげに、いくつもの白い綾などを多く重ねてお

【3】: 御…になる（命令文）



Ranking: 21 
 成る 

情報利得:  0.001

…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文>…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文以外>…なさる 御…になる

御…なさる

<全体>

御…になる

…なさる

御…なさる

御…になる

…なさる

御…なさる

全体（割合） 御…になる …なさる御…なさる

成る: 37.38 % 57.01 % 5.61 %

全体: 44.31 % 43.74 % 11.94 %

全体（頻度） 御…になる …なさる御…なさる

成る: 40 61 6

全体: 4770 4625 1060

命令文 御…になる …なさる御…なさる

成る: 0 57 6

全体: 1 4365 884

命令文以外 御…になる …なさる御…なさる

成る: 40 4 0

全体: 4769 260 176

【1】: 御…なさる（命令文以外） 【1】: 御…なさる（命令文）

なさいという林望氏のなりなさと不安を楽しむことが出来るようにお
なさい。なり病気上手にお
なされ、また言語動作なり?淀君さまは千姫さまそっくりのお顔にお
なさいませ」なり　「姫さま、この世の王にお
なさい、大正七年にでなりものだろうかといわれるので私は、是非お
なさい」という、「縦なりだから楽になることを「横にお

【2】: …なさる（命令文以外）

なさるようには見えななりそんなふうに
為さるべし」（『本光成り間納められた後、「（関東）八州の鎮守に
なさったけど当時はたなりいまはね、立派に
なさったろう」なり　「冷汗が出て、少しは涼しく

【2】: …なさる（命令文）

なさい」という教えをなり対して、「愛を与えることによって幸福に
なさい」なりシア語を一生懸命に勉強し、早く一人前に
なさい！なり綺麗に
なさい」とか「みんななりけれど「みんなから認められるように
なさいと、環はいう。なりるプロデューサー、ヒューロックのように
なさいね。なり今度生まれてくるときは、人間に

【3】: 御…になる（命令文以外）

になって、この母の後なりお山に上げましたのは、貴く清き聖人にお
になる、そのときはどなりみても別枠だという認識であり、総理にお
になって、陛下がお見なり一月三日の夜、ご容態が悪くお
になるおつもりでもごなり、あなただつて、失礼ながら聖人賢者にお
になって、経済局長でなり因でございますけれども、長官も新しくお
になりませんので、こなりっていらっしゃいまして、さっぱり快くお

【3】: 御…になる（命令文）



Ranking: 22 
 入る 

情報利得:  0.007

…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文>…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文以外>…なさる 御…になる

御…なさる

<全体>

御…になる

…なさる

御…なさる

御…になる

…なさる

御…なさる

全体（割合） 御…になる …なさる御…なさる

入る: 10.96 % 53.42 % 35.62 %

全体: 44.31 % 43.74 % 11.94 %

全体（頻度） 御…になる …なさる御…なさる

入る: 8 39 26

全体: 4770 4625 1060

命令文 御…になる …なさる御…なさる

入る: 0 38 24

全体: 1 4365 884

命令文以外 御…になる …なさる御…なさる

入る: 8 1 2

全体: 4769 260 176

【1】: 御…なさる（命令文以外）

なさるようにとのこと入り様がお戻りになったのなら、すぐ、内へお
なさって下さい。這入りどうぞ、奥へお

【1】: 御…なさる（命令文）

なされませ。はいり　「アイ、お
なさい！」入りさあさあ、お
なさい…私一人です…入り　「お
なさい」はいり　「お
なさい」入りお
なさいまし」入り　「茶の間の旦那、どっふりにお

【2】: …なさる（命令文以外）

なさりたいとのおぼし入り　「将軍様の若君が、興福寺へ弟子

【2】: …なさる（命令文）

なさい」入り　早く
なさいということであ入りその人の医療上の必要性で療養型病床群に
なさい。入りのホテル分科会というメーリングリストに
なさいよ」入りさあ、ぐずぐずしないで、早くなかへ
なさいよ」入り　「仕方ないわね、
なさい」と言って私を入りじいさんが出てきて、「やあ、どうぞ中に

【3】: 御…になる（命令文以外）

になっておかけくださはいりでも居間にお
になりました。はいり・リーガンは睡眠薬をのんで、ベッドにお
になることになった。はいりていると、急に三日、中宮さまは内裏へお
になっていません」はいり美智子妃は、まだ分べん室には、お
になって、私がそのおはいり私の仕えたご主人の若様が仏門にお
になったので、きっとはいりお名前もおっしゃらないでこのホテルにお

【3】: 御…になる（命令文）



Ranking: 23 
 掛ける 

情報利得:  0.001

…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文>…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文以外>…なさる 御…になる

御…なさる

<全体>

御…になる

…なさる

御…なさる

御…になる

…なさる 御…なさる

全体（割合） 御…になる …なさる御…なさる

掛ける: 45.45 % 31.82 % 22.73 %

全体: 44.31 % 43.74 % 11.94 %

全体（頻度） 御…になる …なさる御…なさる

掛ける: 20 14 10

全体: 4770 4625 1060

命令文 御…になる …なさる御…なさる

掛ける: 0 12 9

全体: 1 4365 884

命令文以外 御…になる …なさる御…なさる

掛ける: 20 2 1

全体: 4769 260 176

【1】: 御…なさる（命令文以外）

なさりませんか。掛け殿下はお

【1】: 御…なさる（命令文）

なさい」掛け　「お
なさいかけ　お
なさい」かけ内田さん、どうかここへお
なさい」と言った。掛けげ、ついで空っぽの椅子を見やって、「お
なさい」かけ　「お
なさい」掛け　「まあ、お

【2】: …なさる（命令文以外）

なさるから、びっくりかけ　「いきなり声を
なさつた、それもこれかけと、そしてこのユダヤ人の?物に唾を吐き

【2】: …なさる（命令文）

なさい、って。かけはどうでもいいけれど、クルマにはお金を
なさい」かけルを押すから、その間に、美穂さんの手に
なさいね。かけそろそろスパートを
なさい。かけ時間をもうちょっと
なさい、それが彼女の賭け勝ちたいなら、わたしに
なさいという仕組みに掛けくしてもらうんだから少し割り増しをして

【3】: 御…になる（命令文以外）

になった電話番号はおかけお
になったとか…」かけなるべく早く八丁堀へ戻られるよう謎をお
になった番号はお話しかけ「お
になった電話はお客様かけなんですけど、あるお宅に電話したら「お
になる励ましの言葉をかけ重荷を負って疲れている者にキリストがお
になれば、それで解決かけシコーラが相手なら、おとうさまが一声お

【3】: 御…になる（命令文）



Ranking: 24 
 飲む 

情報利得:  0.001

…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文>…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文以外>…なさる 御…になる

御…なさる

<全体>

御…になる

…なさる

御…なさる

御…になる

…なさる 御…なさる

全体（割合） 御…になる …なさる御…なさる

飲む: 31.43 % 51.43 % 17.14 %

全体: 44.31 % 43.74 % 11.94 %

全体（頻度） 御…になる …なさる御…なさる

飲む: 22 36 12

全体: 4770 4625 1060

命令文 御…になる …なさる御…なさる

飲む: 0 34 12

全体: 1 4365 884

命令文以外 御…になる …なさる御…なさる

飲む: 22 2 0

全体: 4769 260 176

【1】: 御…なさる（命令文以外） 【1】: 御…なさる（命令文）

なさい」服み　「さっさとお
なさい」と書いてある飲み「わたしをお
なさい。飲み最後に滓が残るところまでお
なさい」という大きな飲みて、びんの首のまわりには、「わたしをお
なさい」飲み「お
なさい。飲みカヌーティさん、お

【2】: …なさる（命令文以外）

なさる」って言うんで飲みに焼いた人のひざの骨をかじりながら焼酎
なさるも勝手、さ、前飲み意はおたがい様、懐中の淋しいお方は無銭

【2】: …なさる（命令文）

なさい」と言ってベン飲みも私が鼻をズーズーさせていると「これを
なさい。飲み「皆、これを受けて
なさい」飲み　「飲め、美女よ、
なさい」飲みまあ、水でも
なさいよ。飲み　「少しお腹に入れてから
なさい。飲み　「飲め、わたしの美女よ、

【3】: 御…になる（命令文以外）

になりますか？」飲み　「紅茶をお
になっているみそ汁の飲み健康相談の他にも、普段ご家庭でお
になります？」飲み何かお
になる方々というのは飲みせんが、やはりビールなりウイスキーをお
になりますか？」飲みコニャックをお
になりますか」桑村が飲み　「なにか、お

【3】: 御…になる（命令文）



Ranking: 25 
 入れる 

情報利得:  0.002

…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文>…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文以外>…なさる 御…になる

御…なさる

<全体>

御…になる

…なさる

御…なさる

御…になる

…なさる

御…なさる

全体（割合） 御…になる …なさる御…なさる

入れる: 27.27 % 68.18 % 4.55 %

全体: 44.31 % 43.74 % 11.94 %

全体（頻度） 御…になる …なさる御…なさる

入れる: 12 30 2

全体: 4770 4625 1060

命令文 御…になる …なさる御…なさる

入れる: 0 29 1

全体: 1 4365 884

命令文以外 御…になる …なさる御…なさる

入れる: 12 1 1

全体: 4769 260 176

【1】: 御…なさる（命令文以外）

なさっては、…あゝ、入れ佐々木さん…ハア????そう奥に指をお

【1】: 御…なさる（命令文）

なさい」入れ風呂敷を持って来たからこのうちへお

【2】: …なさる（命令文以外）

なすったのさ」入れ前の札差と掛け合って、千俵の塩俵を手に

【2】: …なさる（命令文）

なさい。入れｋｅ／ｇｅｔのいずれかを適当な形にして
なさい。入れいればＴを，一致していなければＦを内に
なさい」と言った。入れーの上に置くと「ここに入るだけの紙幣を
なさい”と言って、死入れ“いつか、あなたが手に
なさい。入れ上になるように、時間割通りランドセルに
なさい。入れの情報を表す適当な語句を，下から選んで

【3】: 御…になる（命令文以外）

になる。入れそういうものはテキストへお
になって、中宮の御殿入れを、金の花瓶には山吹の花をいっぱいにお
になりました金額とを入れまれました入札保証金と、入札のときにお
になるのですか。入れどこからその生きた水を手にお
になっているわけです入れ味で、社会教育というものも、大変力をお
になった方もいらっし入れ十分の一をかなり上回って入札保証金をお

【3】: 御…になる（命令文）



Ranking: 26 
 出る 

情報利得:  0.003

…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文>…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文以外>…なさる 御…になる

御…なさる

<全体>

御…になる

…なさる

御…なさる

御…になる

…なさる

御…なさる

全体（割合） 御…になる …なさる御…なさる

出る: 66.67 % 31.75 % 1.59 %

全体: 44.31 % 43.74 % 11.94 %

全体（頻度） 御…になる …なさる御…なさる

出る: 42 20 1

全体: 4770 4625 1060

命令文 御…になる …なさる御…なさる

出る: 0 17 1

全体: 1 4365 884

命令文以外 御…になる …なさる御…なさる

出る: 42 3 0

全体: 4769 260 176

【1】: 御…なさる（命令文以外） 【1】: 御…なさる（命令文）

なさいな」出いちばん確かでいいから、幽霊になってお

【2】: …なさる（命令文以外）

なさること出来へんの出馳走したい思うねんけど、ちょっとも外い
なすったんだから」出なにしろ中学を一番で
なはったんですか」出　「井関さんはどうして組合に

【2】: …なさる（命令文）

なさい」出　「ジュン、いつものを持って庭に
なさい、エレン、出な出「
なさいという大会では出い人は出るといった感じで、クラブとして
なさいということを決出て、秋田市議会は全員一致で、私に知事に
なさい」出「あんたが宇宙服なしで外に
なさい」出早く

【3】: 御…になる（命令文以外）

になるところを小者に出かと存じまして、実は、申し兼ねますがお
になるようお願い申し出即刻巡幸にお
になるのだ。出今の奴隷の境涯から、お
になります」出　「どちらへお
になつた遠山さんと云出丁度其頃高等師範をお
にならない。出お部屋に電話をしたのですが、電話にもお

【3】: 御…になる（命令文）



Ranking: 27 
 上がる 

情報利得:  0.008

…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文>…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文以外>…なさる 御…になる

御…なさる

<全体>

御…になる

…なさる

御…なさる

御…になる

…なさる

御…なさる

全体（割合） 御…になる …なさる御…なさる

上がる: 31.91 % 21.28 % 46.81 %

全体: 44.31 % 43.74 % 11.94 %

全体（頻度） 御…になる …なさる御…なさる

上がる: 15 10 22

全体: 4770 4625 1060

命令文 御…になる …なさる御…なさる

上がる: 0 9 22

全体: 1 4365 884

命令文以外 御…になる …なさる御…なさる

上がる: 15 1 0

全体: 4769 260 176

【1】: 御…なさる（命令文以外） 【1】: 御…なさる（命令文）

なさいよ」上がんさ、そんなとこに突っ立ってないで、お
なさい。あがり　「もっとお
なせえ」あがりさ、お
なさいよ。上がん「早くお
なさい」ったら、「は上がりそれで「お
なさい。あがりたくさん、お

【2】: …なさる（命令文以外）

なすった」あがり　「えらい剣幕で向かい岸へ

【2】: …なさる（命令文）

なさい」あがんほら、早く
なさい。あがりそこまでいうなら、
なさい」あがんちょっと、
なさい」彼がきびきび上がり　「もう
なさい」上がり
なさい、香津美」上がりさ、

【3】: 御…になる（命令文以外）

になりますか」あがりあの、こんなところではなんですから、お
になってください。あがりまあお
になってくださいませあがりさあ、薬湯をお
にならない？」あがり　お
になる。上がりで槽に入り、お帷子を槽中に脱ぎ捨ててお
になった。上がりりにあるので、五十日のお祝いのころにお

【3】: 御…になる（命令文）



Ranking: 28 
 忘れる 

情報利得:  0.002

…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文>…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文以外>…なさる 御…になる

御…なさる

<全体>

御…になる

…なさる

御…なさる

御…になる

…なさる

御…なさる

全体（割合） 御…になる …なさる御…なさる

忘れる: 58.97 % 38.46 % 2.56 %

全体: 44.31 % 43.74 % 11.94 %

全体（頻度） 御…になる …なさる御…なさる

忘れる: 23 15 1

全体: 4770 4625 1060

命令文 御…になる …なさる御…なさる

忘れる: 0 14 1

全体: 1 4365 884

命令文以外 御…になる …なさる御…なさる

忘れる: 23 1 0

全体: 4769 260 176

【1】: 御…なさる（命令文以外） 【1】: 御…なさる（命令文）

なされ。忘れ　当家のことは一切お

【2】: …なさる（命令文以外）

なさんな～マスヤ味噌忘れ「母さん

【2】: …なさる（命令文）

なさい、と。忘れいが故の技巧的でむずかしい文章のことは
なさいよ。忘れ「資格のことは
なさい。忘れ
なさい。忘れどんどん
なさいって」忘れ　「…
なさい。忘れ　これまでのシックスシグマは

【3】: 御…になる（命令文以外）

にならないよう、おね忘れ　「私の忠告をお
になる別の方法でお友忘れお
になったのですか？忘れ一人の大臣になっているということを、お
になることはないでし忘れ育をなさるのに、このたいせつな要素をお
になったのではないか忘れなに深いお心とも知らず、もうそちらがお
になりませんように。忘れとは出来ないのだということを、どうぞお

【3】: 御…になる（命令文）



Ranking: 29 
 与える 

情報利得:  0.004

…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文>…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文以外>…なさる 御…になる

御…なさる

<全体>

御…になる

…なさる

御…なさる

御…になる

…なさる

御…なさる

全体（割合） 御…になる …なさる御…なさる

与える: 72.97 % 24.32 % 2.7 %

全体: 44.31 % 43.74 % 11.94 %

全体（頻度） 御…になる …なさる御…なさる

与える: 27 9 1

全体: 4770 4625 1060

命令文 御…になる …なさる御…なさる

与える: 0 8 1

全体: 1 4365 884

命令文以外 御…になる …なさる御…なさる

与える: 27 1 0

全体: 4769 260 176

【1】: 御…なさる（命令文以外） 【1】: 御…なさる（命令文）

なさい。与えなんでもお好きな責め苦を彼らにお

【2】: …なさる（命令文以外）

なさったのじゃった。与えと言うて、すぐさま殺す刑を

【2】: …なさる（命令文）

なさい、ただし小さい与えちました「それならペンギンに不滅の魂を
なさい与え花婿には夕食を
なさい，承認をしなさ与えき方からすると，何か否定的，とにかく，
なさい」と言われてれ与え獣医さんに「
なさい」（マタイ十ノ与え「ただで受けたのだから、ただで
なさい。与え愛を

【3】: 御…になる（命令文以外）

になりました。与えによって、私どもにいろいろの不如意をお
になった。与え会を建てるために、ご自分の尊い生命をお
になったのでしょう」与え　「良琴安世というお名前で、臣籍をお
になります。与え大后は、自ら各氏族の女達に柏の盃をお
になりました。与えたが十回の戦闘をしたかのように褒賞をお
になったものと自分自与えを持って行くことは、共通の信念?神がお

【3】: 御…になる（命令文）



Ranking: 30 
 取る 

情報利得:  0

…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文>…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文以外>…なさる 御…になる

御…なさる

<全体>

御…になる

…なさる

御…なさる

御…になる

…なさる

御…なさる

全体（割合） 御…になる …なさる御…なさる

取る: 44.83 % 44.83 % 10.34 %

全体: 44.31 % 43.74 % 11.94 %

全体（頻度） 御…になる …なさる御…なさる

取る: 26 26 6

全体: 4770 4625 1060

命令文 御…になる …なさる御…なさる

取る: 0 25 4

全体: 1 4365 884

命令文以外 御…になる …なさる御…なさる

取る: 26 1 2

全体: 4769 260 176

【1】: 御…なさる（命令文以外）

なさったところに、武取り　「中尾さまが首をお
なさった」取り中尾さまが、山県昌景の首をお

【1】: 御…なさる（命令文）

なさい」とね。取りでしょう」と私はいいました、「お金をお
なさい。取り　「ほら、それも、お
なさい。とりンドンで求めたオペラバッグどっちでもお
なさい。とりそれから、あなたは手際よく魚の被いをお

【2】: …なさる（命令文以外）

なさらねえし、お勘定取りなんしろこちらの御用人はまるで賄賂を

【2】: …なさる（命令文）

なさい。」取りリシア、そこの本だなからこの本の下巻を
なさいよと、わざさわとりせんと、教育委員会の人が断固たる態度を
なさい」彼女は、いっとり　「さあ、あの姿勢を
なさい」とりがあらば、お芳は私の背に張り付く動きを
なさい、赤身の魚がよとりそれで、病院では酢の物を
なさい」とり食事は修道院で

【3】: 御…になる（命令文以外）

になった、こういうこ取りれにせよ不正所得として追徴金を国税はお
になったんですか？取りされたそうですが、どなたがメガホンをお
になっていたようでご取りるようなものを一応の心証を得るためにお
になればいい、とまで取りはフランス領北アフリカの一部を自由にお
になって、鉄騎隊につとり　自分からお
になった態度の立派さとり世の女性は、すべてＳ子さまに同情し、お

【3】: 御…になる（命令文）



Ranking: 31 
 待つ 

情報利得:  0.003

…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文>…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文以外>…なさる 御…になる

御…なさる

<全体>

御…になる

…なさる

御…なさる

御…になる

…なさる

御…なさる

全体（割合） 御…になる …なさる御…なさる

待つ: 22.32 % 50 % 27.68 %

全体: 44.31 % 43.74 % 11.94 %

全体（頻度） 御…になる …なさる御…なさる

待つ: 25 56 31

全体: 4770 4625 1060

命令文 御…になる …なさる御…なさる

待つ: 0 55 27

全体: 1 4365 884

命令文以外 御…になる …なさる御…なさる

待つ: 25 1 4

全体: 4769 260 176

【1】: 御…なさる（命令文以外）

なすって」待ち　「まあ、まあ、まあ、しばらく、お
なさるよう。待ちくお目付よりお達しがあろう、これにてお
なさいまし」待ちらせますゆえ、どうぞこちらへあがってお
なすって…」待ち　「少々お

【1】: 御…なさる（命令文）

なさい」待ち　「ちょっとお
なさい！」待ち　「お
なさい」待ち　一日か二日、お
なさい！待ち　もし、お
なさい。待ち「お
なされませ」待ち朝までお

【2】: …なさる（命令文以外）

なさりまし。待ち　「

【2】: …なさる（命令文）

なさい、天堂」待ち　「
なさい、ジデス。待ち　「…
なさいや。待ち「大ボス、十五分だけ
なさい！」待ち　「おまえら、
なさいよ」待ち　「まあ、
なさい。待ち　「失礼、もうちょっと

【3】: 御…になる（命令文以外）

になるといいわ」待ちあなた、噴水のそばの木陰に隠れてお
になっております。待ち　「白井先生がお
になるおつもりではな待ちまだ暫くはお
になっていたそうであ待ち学者でもあられる天皇陛下はことのほかお
になる間、何かお飲み待ち　「お
になっていてください待ちじきによびますゆえ、あの障子のうちでお

【3】: 御…になる（命令文）



Ranking: 32 
 有る 

情報利得:  0.008

…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文>…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文以外>…なさる 御…になる

御…なさる

<全体>

御…になる

…なさる

御…なさる

御…になる

…なさる

御…なさる

全体（割合） 御…になる …なさる御…なさる

有る: 82.69 % 5.77 % 11.54 %

全体: 44.31 % 43.74 % 11.94 %

全体（頻度） 御…になる …なさる御…なさる

有る: 43 3 6

全体: 4770 4625 1060

命令文 御…になる …なさる御…なさる

有る: 0 2 1

全体: 1 4365 884

命令文以外 御…になる …なさる御…なさる

有る: 43 1 5

全体: 4769 260 176

【1】: 御…なさる（命令文以外）

なさる、とこ言う語りありされば、淡海公のご子孫は以上のようでお
なさるのなら、仰有っ有ん　「そんなのがお
なさったなかで、このあり　淡海公のお子さんが四人お
なさらない」と思ったありをほめたたえ、「この方はただの人ではお
なさるとお思いなら、ありどもと、これっぱかしでも似たところがお

【1】: 御…なさる（命令文）

なせえましょうか」在　「ええ、大御堂の親分はお

【2】: …なさる（命令文以外）

なさるあんろか？」あり　「目医者のお知合いでも

【2】: …なさる（命令文）

なさい。ありよせてはかえす波のようで
なさいと言うのです。あり　だからこそ私は、あくまで自分に忠実で

【3】: 御…になる（命令文以外）

になるのよね。ありうな役…ほんとうは、そういうところもお
になったころに戻られありで療養しておられた一番それでも体力のお
になるのね。ありやっぱり激しいところがお
になったんですね。あり　理科にも興味がお
にならない六条殿も、ありる気にもなりません」と、そう心弱くはお
にならなかったからだありそれはあなたが無私?わたくしごころがお

【3】: 御…になる（命令文）



Ranking: 33 
 作る 

情報利得:  0.001

…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文>…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文以外>…なさる 御…になる

御…なさる

<全体>

御…になる

…なさる

御…なさる

御…になる

…なさる

御…なさる

全体（割合） 御…になる …なさる御…なさる

作る: 51.55 % 45.36 % 3.09 %

全体: 44.31 % 43.74 % 11.94 %

全体（頻度） 御…になる …なさる御…なさる

作る: 50 44 3

全体: 4770 4625 1060

命令文 御…になる …なさる御…なさる

作る: 0 43 1

全体: 1 4365 884

命令文以外 御…になる …なさる御…なさる

作る: 50 1 2

全体: 4769 260 176

【1】: 御…なさる（命令文以外）

なさろうとのおつもり作り、荷亭を片付けさせられまして、曲譜をお
なさりました。作りないだも皇帝が彼等を嘲ける諷刺の詩をお

【1】: 御…なさる（命令文）

なさい、ということで造り音菩薩、勢至菩薩）、つまり弥陀三尊をお

【2】: …なさる（命令文以外）

なさる。つくりいま一人の人はそれで太鼓を

【2】: …なさる（命令文）

なさい。つくり１　考え方にしたがって，方程式を
なさい。つくりなにか一つ、隙を
なさいというのです。作りりなく一層に精進努力し真心をかたむけて
なさいよ。つくり経過措置の表を
なさい。作りえられた紙を自由に使って、「水の形」を
なさいということではつくり三十人の学級を

【3】: 御…になる（命令文以外）

になるわけですから、つくり制度、しかも国民になじみのない制度をお
になったその理由をおつくりお
になった基金というもつくり、例えば雲仙・普賢岳のときには、県がお
になっているイメージつくり見せていただいていない、国土交通省がお
になったというふうにつくり協に対する特別の資金を融通する制度をお
になるんじゃないんでつくりときには、当然地方公共団体に相談してお

【3】: 御…になる（命令文）



Ranking: 34 
 書く 

情報利得:  0.002

…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文>…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文以外>…なさる 御…になる

御…なさる

<全体>

御…になる

…なさる

御…なさる

御…になる

…なさる

御…なさる

全体（割合） 御…になる …なさる御…なさる

書く: 52.16 % 47.06 % 0.78 %

全体: 44.31 % 43.74 % 11.94 %

全体（頻度） 御…になる …なさる御…なさる

書く: 133 120 2

全体: 4770 4625 1060

命令文 御…になる …なさる御…なさる

書く: 0 118 2

全体: 1 4365 884

命令文以外 御…になる …なさる御…なさる

書く: 133 2 0

全体: 4769 260 176

【1】: 御…なさる（命令文以外） 【1】: 御…なさる（命令文）

なさい。書き要としている相手、会いたい相手の顔をお
なさい。書き（「これにお

【2】: …なさる（命令文以外）

なさる。。。書きんとも劇的な、なんとも意地悪な筋書きを
なはりますげなな」と書き家を建てて下さった大工さんが「なんか、

【2】: …なさる（命令文）

なさい。書きの数字（整数）の中から一つの数字を紙に
なさい」と命じた。書き、同班職員に「斎木を官房付とする辞令を
なさい。書き１）￣（７）は何という組織からなるのか
なさい。かき３　次の１次関数のグラフを
なさい。書き型について，どんな意見が出るか想像して
なさい。書きを英語に直し、（　）に当てはまる言葉を

【3】: 御…になる（命令文以外）

になっているものが多書きかには、外題（表題）のしたに釈親鸞とお
になったフォーリン・書き大使、あなたが駐日大使になられる前にお
になりませんか」と訊書き私は、思わず、「そのお話を本にお
になられた『口伝鈔』書きお説きくだされたのが、この覚如上人がお
になった書物なのです書きとはこういうことですよ」ということをお
になっていたわ！」書きって、お

【3】: 御…になる（命令文）



Ranking: 35 
 指摘 

情報利得:  0.013

…なさる 御…になる

御…なさる

No Data

<命令文>…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文以外>…なさる 御…になる

御…なさる

<全体>

御…になる

…なさる

御…なさる

御…になる

…なさる
御…なさる

全体（割合） 御…になる …なさる御…なさる

指摘: 95.15 % 1.46 % 3.4 %

全体: 44.31 % 43.74 % 11.94 %

全体（頻度） 御…になる …なさる御…なさる

指摘: 196 3 7

全体: 4770 4625 1060

命令文 御…になる …なさる御…なさる

指摘: 0 0 0

全体: 1 4365 884

命令文以外 御…になる …なさる御…なさる

指摘: 196 3 7

全体: 4769 260 176

【1】: 御…なさる（命令文以外）

なさいましたように、指摘豊田商事の場合につきましては、先生も御
なさいましたように、指摘いま先生が御
なさるようなことがあ指摘かに、中小企業の動向については先生が御
なさいましたように、指摘の状況というのを見てみますと、委員も御
なさいましたように、指摘御
なさいましたアニメの指摘ただいま先生が御

【1】: 御…なさる（命令文）

【2】: …なさる（命令文以外）

なさると、彼らは直ち指摘しかしイエスが、彼らの義務を
なさった問題でありま指摘の問題で、これももう何人かの皆さん方が
なさった。指摘であり、最高である「霊」の事態を端的に

【2】: …なさる（命令文）

【3】: 御…になる（命令文以外）

になりましたように、指摘委員も御
になられましたように指摘その中では、先生御
になられましたように指摘先生も御
になっております、い指摘で、いずれにしましても、先先御
になりました円滑な税指摘私どもといたしましても、今御
になりましたような、指摘けられているものでありますし、先生が御

【3】: 御…になる（命令文）



Ranking: 36 
 出掛ける 

情報利得:  0.011

…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文>…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文以外>…なさる 御…になる

御…なさる

<全体>

御…になる

…なさる

御…なさる

御…になる

…なさる
御…なさる

全体（割合） 御…になる …なさる御…なさる

出掛ける: 92.31 % 3.85 % 3.85 %

全体: 44.31 % 43.74 % 11.94 %

全体（頻度） 御…になる …なさる御…なさる

出掛ける: 72 3 3

全体: 4770 4625 1060

命令文 御…になる …なさる御…なさる

出掛ける: 0 2 2

全体: 1 4365 884

命令文以外 御…になる …なさる御…なさる

出掛ける: 72 1 1

全体: 4769 260 176

【1】: 御…なさる（命令文以外）

なすって、アメリカの出掛け心おきなくお

【1】: 御…なさる（命令文）

なされ』がそれであるでかけ神沢利子さんの詩の本『お月さん舟でお
なさいませ」と引きと出かけおかみさんは「まあ一と風呂あびてからお

【2】: …なさる（命令文以外）

なさったんらねかった出かけけしねかったというてますすけ、暗れうち

【2】: …なさる（命令文）

なさい。でかけ　?さ、きみたちは、
なさい。出かけが運動し、舞踏し、遊戯しているところへ

【3】: 御…になる（命令文以外）

になりましたです。でかけましたが、一時間とたたぬうちに、またお
になったのじゃが、そ出掛け日女島にお
になりました?ただそ出かけ前からお見受けしません、何もいわずにお
になりました。出かけ２お
になる目的は何でしょ出かけ　その水辺にお
になることもあります出かけんの一人か二人の供を連れただけで街へお

【3】: 御…になる（命令文）



Ranking: 37 
 遣る 

情報利得:  0

…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文>…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文以外>…なさる 御…になる

御…なさる

<全体>

御…になる

…なさる

御…なさる

御…になる

…なさる

御…なさる

全体（割合） 御…になる …なさる御…なさる

遣る: 47.61 % 46.2 % 6.2 %

全体: 44.31 % 43.74 % 11.94 %

全体（頻度） 御…になる …なさる御…なさる

遣る: 169 164 22

全体: 4770 4625 1060

命令文 御…になる …なさる御…なさる

遣る: 0 162 22

全体: 1 4365 884

命令文以外 御…になる …なさる御…なさる

遣る: 169 2 0

全体: 4769 260 176

【1】: 御…なさる（命令文以外） 【1】: 御…なさる（命令文）

なさい。」やん　「五十錢お
なさいませ。やり復讐させてお
なさいというふうなこやり、後はもうその自治体のいわばかい性でお
なさい」やりせいぜい、腕によりをかけて愉しませてお
なさい、とはいいませやり　そうですか、ではお
なさいな。やり　「お

【2】: …なさる（命令文以外）

なさっても、まったくやりを見物させ、いよいよ父親のお店を見せて
なはるけんな。やん「浅山先生が、支えて

【2】: …なさる（命令文）

なさい」やり　「机で
なさい。やり大学の宿題くらい自分で
なさい」とせきたてるやんは、一転して「早くしなさい」、「自分で
なさいって。やりるのはいつでもいいって、やりたいことを
なさい」と言います。やりすが、知人は「元々水栽培なのだから毎日
なさい」と強制されるやり自分で選ぶ形に誘導するだけでも、ただ「

【3】: 御…になる（命令文以外）

になったそうですが、やりいろいろな調査をお
になりますね。やりわけで、そういうふうに連携を密にしてお
になることがベターでやりたしまして、権利者がみずから共同してお
になるのですか。やり、港に入ってきた場合、どういう検査をお
になったことです。やり　「おまえさまが、信じてお
にならないのか。やりなぜ点数制をお

【3】: 御…になる（命令文）



Ranking: 38 
 会う 

情報利得:  0.01

…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文>…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文以外>…なさる 御…になる

御…なさる

<全体>

御…になる

…なさる

御…なさる

御…になる

…なさる
御…なさる

全体（割合） 御…になる …なさる御…なさる

会う: 91.92 % 5.05 % 3.03 %

全体: 44.31 % 43.74 % 11.94 %

全体（頻度） 御…になる …なさる御…なさる

会う: 91 5 3

全体: 4770 4625 1060

命令文 御…になる …なさる御…なさる

会う: 0 4 1

全体: 1 4365 884

命令文以外 御…になる …なさる御…なさる

会う: 91 1 2

全体: 4769 260 176

【1】: 御…なさる（命令文以外）

なさらぬと云う位です会いらの御前様がお見舞遊ばしても、伯爵はお
なさらぬと云うではあ会いそれ以来カロロ様は侯爵に御

【1】: 御…なさる（命令文）

なさいませ」会い軍どの、すみやかに汝南へ行って皇叔とお

【2】: …なさる（命令文以外）

なさりたきゃ、姐さん会い大身の旗本へ婿入りした兄貴と

【2】: …なさる（命令文）

なされへん云うてんけ会い「大分目立つようになってるよって誰にも
なさい、学校の先生方会い育次長が参加をして、そうして教師集団に
なさいと強く言うつも会いったら、息子にすべてを説明して、父親に
なさい」会いはかまわない?しっかり深呼吸をして彼に

【3】: 御…になる（命令文以外）

になってみると分かり会いライクですから、きちんとしているし、お
になりたいとのことで会い　寒簧　月主にお
になっていたのではな会いまさか誰かとお
になりたいそうです」会い葉山さんがお
になってからにしてく会い　「教授にお
になります」会い「女王陛下は、明日、午後六時に貴殿とお

【3】: 御…になる（命令文）



Ranking: 39 
 話す 

情報利得:  0.004

…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文>…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文以外>…なさる 御…になる

御…なさる

<全体>

御…になる

…なさる

御…なさる

御…になる

…なさる

御…なさる

全体（割合） 御…になる …なさる御…なさる

話す: 72.22 % 14.58 % 13.19 %

全体: 44.31 % 43.74 % 11.94 %

全体（頻度） 御…になる …なさる御…なさる

話す: 104 21 19

全体: 4770 4625 1060

命令文 御…になる …なさる御…なさる

話す: 0 20 5

全体: 1 4365 884

命令文以外 御…になる …なさる御…なさる

話す: 104 1 14

全体: 4769 260 176

【1】: 御…なさる（命令文以外）

なさるだろう。話しいま少し経書なども中身を?みくだいてお
なさいましたわ。話しいへんおもしろくご自分の病的な場合をお
なさったような状況だ話しると、マーケットの一部、国際機関は今お
なさるか、わたし聞き話しあなたがどんなふうにお
なさっても構いません話し之様、雨は止んでおります、もう普通にお
なさるのに、なんだか話しだってそんなにおっしゃっては、公爵がお

【1】: 御…なさる（命令文）

なさいよ。話し　「あなた、もっと、ゆっくりお
なさいよう」話しさ、お
なさいよ。話し今度連れてくるから一度お
なさい。話しゆっくりお
なされば頭の固い親爺話しこんな切り口でお

【2】: …なさる（命令文以外）

なはらんの（話されな話し　「なしお遍路さんは

【2】: …なさる（命令文）

なさい」話し
なさいよ。話しいいわ、日本語で
なさい。話し、聞いたところをそっくりそのまま、私に
なさい」って、怒られ話し「あんた、もたもたして、もっとしゃんと
なさいと教わった子ど話し変な言い方だけれど、そういう風に
なさい」話し一番案じています、さあ、何があったか、

【3】: 御…になる（命令文以外）

になった『人は大きく話し」（七十五・九・三）の作文、「先生がお
になったのであって、話しになったのは、これは全部トータルしてお
になったようなことで話し題なのは、経済よりも、今、加藤さんがお
になられました。話し先生、本当に哲学的な問題も含めながらお
になったのですけれど話しでも具体的には、先生もそれにいろいろお
にならない」。話しもった話しができないので、それこそ「お

【3】: 御…になる（命令文）



Ranking: 40 
 亡くなる 

情報利得:  0.015

…なさる 御…になる

御…なさる

No Data

<命令文>…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文以外>…なさる 御…になる

御…なさる

<全体>

御…になる

…なさる

御…なさる

御…になる …なさる御…なさる

全体（割合） 御…になる …なさる御…なさる

亡くなる: 99.39 % 0.61 % 0 %

全体: 44.31 % 43.74 % 11.94 %

全体（頻度） 御…になる …なさる御…なさる

亡くなる: 162 1 0

全体: 4770 4625 1060

命令文 御…になる …なさる御…なさる

亡くなる: 0 0 0

全体: 1 4365 884

命令文以外 御…になる …なさる御…なさる

亡くなる: 162 1 0

全体: 4769 260 176

【1】: 御…なさる（命令文以外） 【1】: 御…なさる（命令文）

【2】: …なさる（命令文以外）

なさったかいの」歿り　「なんで

【2】: …なさる（命令文）

【3】: 御…になる（命令文以外）

になりましたが、荒船亡くなり用する、こういうようなことで、これはお
になってから、盂蘭盆なくなりあなたがお
になったときに、人がなくなりまた、皇子倭日子命がお
になり、多くの方が追亡くなり昭和の名優、緒形拳さんがお
になったわっ！亡くなり折り畳み傘がお
になる二日ほどまえの亡くなりことを遠慮なくやった本田さんですが、お

【3】: 御…になる（命令文）



Ranking: 41 
 聞く 

情報利得:  0.003

…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文>…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文以外>…なさる 御…になる

御…なさる

<全体>

御…になる

…なさる

御…なさる

御…になる

…なさる

御…なさる

全体（割合） 御…になる …なさる御…なさる

聞く: 69.36 % 22.22 % 8.42 %

全体: 44.31 % 43.74 % 11.94 %

全体（頻度） 御…になる …なさる御…なさる

聞く: 206 66 25

全体: 4770 4625 1060

命令文 御…になる …なさる御…なさる

聞く: 0 65 22

全体: 1 4365 884

命令文以外 御…になる …なさる御…なさる

聞く: 206 1 3

全体: 4769 260 176

【1】: 御…なさる（命令文以外）

なすつた方がよござん聞きそれから…交番でお
なさいましたか。聞き「郷右衛門様、お
なさるだらうから。聴き天は、きッと、こちとらの祈りをお

【1】: 御…なさる（命令文）

なさい　聞きお
なさい！聞き上記ｂｌｏｇ管理人にお
なさい」聞き　「まあ、叱らずにお
なさい、古館さん。聞き　「まあ、お
なさいよ。」聞きないから、やっぱりあの下品な鳥にでもお
なさい。聞き　「まあ、落着いてお

【2】: …なさる（命令文以外）

なすったろう？聞きお客によばれて何を食いたいって言ったか

【2】: …なさる（命令文）

なさい」とばかりに、聞き　ホアキン会長は真顔で「よく
なさいよ。訊き本館に部屋はないのかって
なさい。聴き早く国民の意見を
なさいよ・・・その方聞きなら弁護士に
なさい」と児童に諭し聞き、教師として常日ごろ「人の話は最後まで
なさい」聞きに来て、聞きたいことがあれば、なんでも

【3】: 御…になる（命令文以外）

になたらいかがでしょ聞きそちらにお
になり、碁の相手をさ聞き不自由だが囲碁に長じている由、太守はお
になるのが一番ですよ聞き落札者様にお
になりますか。聞き　音楽はどういったものをお
になるのでございます聞きまり、「痴愚女神」の、讃歌をこれからお
になりましたか」聞き　「さようなことを、どこからお

【3】: 御…になる（命令文）



Ranking: 42 
 分かる 

情報利得:  0.015

…なさる 御…になる

御…なさる

No Data

<命令文>…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文以外>…なさる 御…になる

御…なさる

<全体>

御…になる

…なさる

御…なさる

御…になる …なさる御…なさる

全体（割合） 御…になる …なさる御…なさる

分かる: 99.2 % 0.4 % 0.4 %

全体: 44.31 % 43.74 % 11.94 %

全体（頻度） 御…になる …なさる御…なさる

分かる: 247 1 1

全体: 4770 4625 1060

命令文 御…になる …なさる御…なさる

分かる: 0 0 0

全体: 1 4365 884

命令文以外 御…になる …なさる御…なさる

分かる: 247 1 1

全体: 4769 260 176

【1】: 御…なさる（命令文以外）

なさるのじゃ」わかりなん度いうたらお

【1】: 御…なさる（命令文）

【2】: …なさる（命令文以外）

なさるように、うちの判り　「

【2】: …なさる（命令文）

【3】: 御…になる（命令文以外）

になりましたでしょうわかり君、戦争を始めることができないことはお
になったと思います。わかり名前が豊島郡の役所を意味することは、お
になりますかな？」わかりお
にならねえだろう、と分かりたぶん『七庚申』の『七』がお
になればその理由ですわかりそして、もしお
にならないでしょう。解り大鏡様以外にはお

【3】: 御…になる（命令文）



Ranking: 43 
 馳走 

情報利得:  0.016

…なさる 御…になる

御…なさる

No Data

<命令文>…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文以外>…なさる 御…になる

御…なさる

<全体>

御…になる

…なさる

御…なさる

御…になる …なさる御…なさる

全体（割合） 御…になる …なさる御…なさる

馳走: 100 % 0 % 0 %

全体: 44.31 % 43.74 % 11.94 %

全体（頻度） 御…になる …なさる御…なさる

馳走: 273 0 0

全体: 4770 4625 1060

命令文 御…になる …なさる御…なさる

馳走: 0 0 0

全体: 1 4365 884

命令文以外 御…になる …なさる御…なさる

馳走: 273 0 0

全体: 4769 260 176

【1】: 御…なさる（命令文以外） 【1】: 御…なさる（命令文）

【2】: …なさる（命令文以外） 【2】: …なさる（命令文）

【3】: 御…になる（命令文以外）

になった？」ちそう　何かご
になったら一度はお返馳走しかし、何度か御
になったのだが、あれちそう木の深夜まで開いている中華料理の店でご
になって。ちそうて、大使館に行って、奥さんに日本食をご
になって、一回か二回馳走夜、ご
になったり連れて行っちそう　素敵なケーキやさんで　甘いモノを　ご

【3】: 御…になる（命令文）



Ranking: 44 
 世話 

情報利得:  0.016

…なさる 御…になる

御…なさる

No Data

<命令文>…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文以外>…なさる 御…になる

御…なさる

<全体>

御…になる

…なさる

御…なさる

御…になる …なさる御…なさる

全体（割合） 御…になる …なさる御…なさる

世話: 99.91 % 0 % 0.09 %

全体: 44.31 % 43.74 % 11.94 %

全体（頻度） 御…になる …なさる御…なさる

世話: 1113 0 1

全体: 4770 4625 1060

命令文 御…になる …なさる御…なさる

世話: 0 0 0

全体: 1 4365 884

命令文以外 御…になる …なさる御…なさる

世話: 1113 0 1

全体: 4769 260 176

【1】: 御…なさる（命令文以外）

なさるべきはずの人を世話「実は私、あの大臣がお

【1】: 御…なさる（命令文）

【2】: …なさる（命令文以外） 【2】: …なさる（命令文）

【3】: 御…になる（命令文以外）

になった。世話ン洋画劇場」と深夜の映画番組にもよくお
になった方には、故人世話●特にお
になった。世話特に韓さんや園田さん、イ両氏には大変お
になり、私どもはただ世話け取りました…二人の子供がこのようにお
になったでしょう。世話長崎では廻船業の久松様にお
になっているのは、思世話らの数万年のうち、ヨーロッパ式技術のお

【3】: 御…になる（命令文）



Ranking: 45 
 話 

情報利得:  0.014

…なさる 御…になる

御…なさる

No Data

<命令文>…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文以外>…なさる 御…になる

御…なさる

<全体>

御…になる

…なさる

御…なさる

御…になる

…なさる
御…なさる

全体（割合） 御…になる …なさる御…なさる

話: 95.35 % 0 % 4.65 %

全体: 44.31 % 43.74 % 11.94 %

全体（頻度） 御…になる …なさる御…なさる

話: 82 0 4

全体: 4770 4625 1060

命令文 御…になる …なさる御…なさる

話: 0 0 0

全体: 1 4365 884

命令文以外 御…になる …なさる御…なさる

話: 82 0 4

全体: 4769 260 176

【1】: 御…なさる（命令文以外）

なさったものである。話徳川夢声、辰野隆などの文化人を招いてお
なさいました。話通じて国民の皆さんみんな見ている中でお
なさってみてください話ので一度話し合いの場を持って根気強くお
なさった人々の一人を話　「それは今日、ドクターがお

【1】: 御…なさる（命令文）

【2】: …なさる（命令文以外） 【2】: …なさる（命令文）

【3】: 御…になる（命令文以外）

にならないのが姫井由話　更にお
になりますので、この話あとは負函に於てのお
にならないくらい遅か話ティ・フロックの乗ったハドソン車は、お
になります。話ンディ　プロローグが終わればこちらのお
になりますが、このた話間もなくなりましたのでちょっと細かいお
にならないからｗ）話　　バイトのせいでダメでしたーとか　お

【3】: 御…になる（命令文）



Ranking: 46 
 参考 

情報利得:  0.016

…なさる 御…になる

御…なさる

No Data

<命令文>…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文以外>…なさる 御…になる

御…なさる

<全体>

御…になる

…なさる

御…なさる

御…になる …なさる御…なさる

全体（割合） 御…になる …なさる御…なさる

参考: 100 % 0 % 0 %

全体: 44.31 % 43.74 % 11.94 %

全体（頻度） 御…になる …なさる御…なさる

参考: 44 0 0

全体: 4770 4625 1060

命令文 御…になる …なさる御…なさる

参考: 0 0 0

全体: 1 4365 884

命令文以外 御…になる …なさる御…なさる

参考: 44 0 0

全体: 4769 260 176

【1】: 御…なさる（命令文以外） 【1】: 御…なさる（命令文）

【2】: …なさる（命令文以外） 【2】: …なさる（命令文）

【3】: 御…になる（命令文以外）

になれば・・・参考ご
になれば幸いです。参考日頃にはこのブログに追加しておきます御
になるかどうかわかり参考あんまり失敗した事が有りませんので、ご
になり、いくらかでも参考やかな運動の記録が、そうした方たちのご
になると思います。参考共有する方法については下記のＵＲＬがご
になれば幸いで御座い参考ご

【3】: 御…になる（命令文）



Ranking: 47 
 出でる 

情報利得:  0.011

…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文>…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文以外>…なさる 御…になる

御…なさる

<全体>

御…になる

…なさる

御…なさる

御…になる

…なさる

御…なさる

全体（割合） 御…になる …なさる御…なさる

出でる: 79.38 % 0 % 20.62 %

全体: 44.31 % 43.74 % 11.94 %

全体（頻度） 御…になる …なさる御…なさる

出でる: 331 0 86

全体: 4770 4625 1060

命令文 御…になる …なさる御…なさる

出でる: 0 0 25

全体: 1 4365 884

命令文以外 御…になる …なさる御…なさる

出でる: 331 0 61

全体: 4769 260 176

【1】: 御…なさる（命令文以外）

なさらなかった。いでのお名を呼んでみたが、とうとう出てはお
なさるの」いで「何をしにお
なさるのがお妃様かないでい帽子を着て、髪の毛に青い粉を付けてお
なすった」いで　「ホラ、ホラ、お
なさる？いで…なぜじッとしてお
なはるんよ」いですということで遠方からもいっぱい人がお

【1】: 御…なさる（命令文）

なさい。」いで自由のために戦ってお
なせえまし」いでれとくだよ、誰にも見せねえよ、行ってお
なさい。いで帰って行った時、あなたも東京に帰ってお
なさいよ、ヂョンさま出で出た人なら（優しい心があるなら）すぐお
なさいまし。いで　「さあさあ、お嬢さん、こちらへお
なさいませ。いでおかまいもしませんで，どうかお静かにお

【2】: …なさる（命令文以外） 【2】: …なさる（命令文）

【3】: 御…になる（命令文以外）

になったのだから、おいで「もう、筍も終りですけれど、せっかくお
になっておりますのでいでる外務大臣の姿勢、あるいは通産大臣もお
になりました」いで北翼のほうで旗本隊に守られて戦ってお
になるのを見かけましいで　「ええ、肉屋のフッティットと話してお
になることをおすすめいで　「わたくしはアカイアへお
になるが、中小企業庁いでそれから、中小企業庁がお

【3】: 御…になる（命令文）



Ranking: 48 
 呼ぶ 

情報利得:  0

…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文>…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文以外>…なさる 御…になる

御…なさる

<全体>

御…になる

…なさる

御…なさる

御…になる

…なさる

御…なさる

全体（割合） 御…になる …なさる御…なさる

呼ぶ: 47.27 % 45.45 % 7.27 %

全体: 44.31 % 43.74 % 11.94 %

全体（頻度） 御…になる …なさる御…なさる

呼ぶ: 26 25 4

全体: 4770 4625 1060

命令文 御…になる …なさる御…なさる

呼ぶ: 0 25 3

全体: 1 4365 884

命令文以外 御…になる …なさる御…なさる

呼ぶ: 26 0 1

全体: 4769 260 176

【1】: 御…なさる（命令文以外）

なさるがよい、たとへ呼びが、どんな色白の美男でもお

【1】: 御…なさる（命令文）

なさい」呼びすぐハイヤーをお
なさい呼びいくらでも暇人とお
なされ候。呼び諸奉行様、甚右衛門の名をきみがテテと御

【2】: …なさる（命令文以外） 【2】: …なさる（命令文）

なさい」とも言ってる呼び「パパではなく、お父さんと
なさい」呼びストネームはナーヴなので、ナーヴ船長と
なさいってば」呼び　「おねえちゃんって
なさいって言ってるで呼び貴、圭祐くんのことは『お兄ちゃん』って
なさい」呼びすぐに
なさい！呼びちゃんと「ロングホーン」と

【3】: 御…になる（命令文以外）

になる電話も置いてあ呼び机上には決裁箱や侍従をお
になる。呼び　五時四十分、ブザーでお
になる。呼び君はわたしのことを《趣味の審判者》とお
になられた参考人の御呼び委員会がお
になつたんだと思うが呼びい日に登るのも何かのご利益があり私おお
になるまで山を下りま呼び母がお

【3】: 御…になる（命令文）



Ranking: 49 
 止める 

情報利得:  0.002

…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文>…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文以外>…なさる 御…になる

御…なさる

<全体>

御…になる

…なさる

御…なさる

御…になる

…なさる
御…なさる

全体（割合） 御…になる …なさる御…なさる

止める: 22.59 % 63.46 % 13.95 %

全体: 44.31 % 43.74 % 11.94 %

全体（頻度） 御…になる …なさる御…なさる

止める: 68 191 42

全体: 4770 4625 1060

命令文 御…になる …なさる御…なさる

止める: 0 191 41

全体: 1 4365 884

命令文以外 御…になる …なさる御…なさる

止める: 68 0 1

全体: 4769 260 176

【1】: 御…なさる（命令文以外）

なさいましよう。やめゃが芋なんち日持ちしますけ、四連続はお

【1】: 御…なさる（命令文）

なさい！」やめ　「お
なさい。やめ　「もうお
なさい。やめ信用はお
なさいとバートンに伝やめ、たんなる猥談の集成」だから、出版はお
なさい」止め　「いいからお
なさいと言うのを振りやめほとんどの場合、私がお

【2】: …なさる（命令文以外） 【2】: …なさる（命令文）

なさい」という。やめ長老は「危険ですから
なさい。止め　「おい、そう手放しで喜ぶのは
なさい。」やめ「
なさいという肩たたきやめそしてさらに、
なさい（笑）」やめ、もうそのギャグ下火になってるから今更
なさい・・。やめこういった場合、恥ずかしいから

【3】: 御…になる（命令文以外）

になったとうかがってやめ　江川さんの事件で巨人ファンはお
になって、こうしたも辞めますけれども、能力ある方々が定年等でお
になったらよろしい、やめ先生が、矛盾を感じているなら公務員をお
になる前に、九月の初やめょっと関連がありますが、前園田大臣がお
になるしかないでしょやめすっぱりとお
になるのが良いですねやめそれより不便なことが多いのでお

【3】: 御…になる（命令文）



Ranking: 50 
 持つ 

情報利得:  0.006

…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文>…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文以外>…なさる 御…になる

御…なさる

<全体>

御…になる

…なさる

御…なさる

御…になる

…なさる

御…なさる

全体（割合） 御…になる …なさる御…なさる

持つ: 81.88 % 15.44 % 2.68 %

全体: 44.31 % 43.74 % 11.94 %

全体（頻度） 御…になる …なさる御…なさる

持つ: 122 23 4

全体: 4770 4625 1060

命令文 御…になる …なさる御…なさる

持つ: 1 23 4

全体: 1 4365 884

命令文以外 御…になる …なさる御…なさる

持つ: 121 0 0

全体: 4769 260 176

【1】: 御…なさる（命令文以外） 【1】: 御…なさる（命令文）

なさいとすヽめるが、持ち夫人も、どうぞお
なさいということを、持ち　皆さん方にだから宗教をお
なされしか。持ち　「皆々さまがたには、百文をお
なさい、金などは何時持ちならぬ克徳さんのことですから、「旦那お

【2】: …なさる（命令文以外） 【2】: …なさる（命令文）

なさい。持ち「気を強く
なさいね」持ちっと普通よりふさふさしてるから、自信を
なさい。もち「一生を通じて楽しめる趣味を
なさいもち正念…正しい注意力を
なさい」というようなもちいて、たとえば「バットは傘をもつように
なさい！」持ちあなた自身を

【3】: 御…になる（命令文以外）

になり、引き取ってい持ちのは買い求めた神社に、お札やお守りをお
になり、本庁児童福祉持ち名義の金融機関口座情報のわかるものをお
になってくだせえ」持ち　「道中長いことでやすし、これでもお
になり直接会場へどう持ち職面接会（午後１時～４時）　履歴書をお
にならない躾に感心し持ち殊に器を下げられる時に決して重ねてお
になった、ある出来事持ちいうと、それはあなたもいくらか関心をお

【3】: 御…になる（命令文）

になれぁ、なるほど、持ちこいつをお



Ranking: 51 
 使う 

情報利得:  0.004

…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文>…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文以外>…なさる 御…になる

御…なさる

<全体>

御…になる

…なさる

御…なさる

御…になる

…なさる

御…なさる

全体（割合） 御…になる …なさる御…なさる

使う: 74.24 % 21.97 % 3.79 %

全体: 44.31 % 43.74 % 11.94 %

全体（頻度） 御…になる …なさる御…なさる

使う: 98 29 5

全体: 4770 4625 1060

命令文 御…になる …なさる御…なさる

使う: 0 29 4

全体: 1 4365 884

命令文以外 御…になる …なさる御…なさる

使う: 98 0 1

全体: 4769 260 176

【1】: 御…なさる（命令文以外）

なすったと思うのです使いの工場、社宅あるいはまた店舗等に大分お

【1】: 御…なさる（命令文）

なさい」と、婦長さん使い、消灯後にも勉強したい時はこの部屋をお
なさい」使い何かにお
なさい”と贈ってくれ使い八十歳になる前かな、弟子が“ぜひお
なさい」。使いくので、もしよかったらこのコテージをお

【2】: …なさる（命令文以外） 【2】: …なさる（命令文）

なさい」使い光栄という言葉は、太子様に対してだけ、
なさい。使いスケッチ等は、この問題用紙の下の余白を
なさいと親切に♪使いを説明しました処四十Ｄなら予備有るから
なさい、そういう指導使い差益については、皆さん、サービス改善に
なさい」使い高橋「そうそのベルトは亀井あなたが
なさいよ。使い　「この眼鏡を

【3】: 御…になる（命令文以外）

になるのだったが、和使い塗り物のおまるをその都度お
になって、先ほど申し使いが、昭和四十二年以来二十六億の国費をお
になりたいのであれば使いもしその宛名をお
になるといいと思いま使いば、できる銀行を１つ作って入金専門にお
になってこのマスカラ使い実際にお
になっている、マウス使いみなさんがお

【3】: 御…になる（命令文）



Ranking: 52 
 越す 

情報利得:  0.014

…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文>…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文以外>…なさる 御…になる

御…なさる

<全体>

御…になる

…なさる

御…なさる

御…になる

…なさる
御…なさる

全体（割合） 御…になる …なさる御…なさる

越す: 96.77 % 0 % 3.23 %

全体: 44.31 % 43.74 % 11.94 %

全体（頻度） 御…になる …なさる御…なさる

越す: 30 0 1

全体: 4770 4625 1060

命令文 御…になる …なさる御…なさる

越す: 0 0 1

全体: 1 4365 884

命令文以外 御…になる …なさる御…なさる

越す: 30 0 0

全体: 4769 260 176

【1】: 御…なさる（命令文以外） 【1】: 御…なさる（命令文）

なされ。」越し御機嫌好うお

【2】: …なさる（命令文以外） 【2】: …なさる（命令文）

【3】: 御…になる（命令文以外）

になる方はほぼ百％大越しここのブログにお
になったときにはぜひ越し名古屋にお
になり、講演を聴いて越し研究主任が、刈谷から岡崎までわざわざお
にならない場合は仏壇越しもし御寺院様がお
になって頂きとうござ越しどうぞ、これからはチョイチョイお
になってくださいね。越し　「またいつか、京へお

【3】: 御…になる（命令文）



Ranking: 53 
 見える 

情報利得:  0.016

…なさる 御…になる

御…なさる

No Data

<命令文>…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文以外>…なさる 御…になる

御…なさる

<全体>

御…になる

…なさる

御…なさる

御…になる …なさる御…なさる

全体（割合） 御…になる …なさる御…なさる

見える: 100 % 0 % 0 %

全体: 44.31 % 43.74 % 11.94 %

全体（頻度） 御…になる …なさる御…なさる

見える: 246 0 0

全体: 4770 4625 1060

命令文 御…になる …なさる御…なさる

見える: 0 0 0

全体: 1 4365 884

命令文以外 御…になる …なさる御…なさる

見える: 246 0 0

全体: 4769 260 176

【1】: 御…なさる（命令文以外） 【1】: 御…なさる（命令文）

【2】: …なさる（命令文以外） 【2】: …なさる（命令文）

【3】: 御…になる（命令文以外）

になっていらっしゃい見えーニンさまと、ベズズーボフ伯爵さまがお
になりまして、今御指みえこう述べてお
になりました。見えただいま徳仁親王殿下が御傍聴のためお
になったときに私も話見え洋法会議というのが、この前の参考人がお
になった方でございまみえこれは公団からお
にならないのでした。見えいらっしゃるおん有様には、及ぶべくもお

【3】: 御…になる（命令文）



Ranking: 54 
 召す 

情報利得:  0.016

…なさる 御…になる

御…なさる

No Data

<命令文>…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文以外>…なさる 御…になる

御…なさる

<全体>

御…になる

…なさる

御…なさる

御…になる …なさる御…なさる

全体（割合） 御…になる …なさる御…なさる

召す: 100 % 0 % 0 %

全体: 44.31 % 43.74 % 11.94 %

全体（頻度） 御…になる …なさる御…なさる

召す: 31 0 0

全体: 4770 4625 1060

命令文 御…になる …なさる御…なさる

召す: 0 0 0

全体: 1 4365 884

命令文以外 御…になる …なさる御…なさる

召す: 31 0 0

全体: 4769 260 176

【1】: 御…なさる（命令文以外） 【1】: 御…なさる（命令文）

【2】: …なさる（命令文以外） 【2】: …なさる（命令文）

【3】: 御…になる（命令文以外）

になる〉召しお招き（になる）〈お
になって、大和の玉垣召し妹さまで沙本媛とおっしゃる方を皇后にお
になっておられると告召しいってきて、皇后陛下がティゲリヌスをお
になってから、側近者召し赤衣を実際にお
になっているうちに、召し人気のない所に隠しおいて毎夜主上がお
になるときに作る、着召しお

【3】: 御…になる（命令文）



Ranking: 55 
 示す 

情報利得:  0.002

…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文>…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文以外>…なさる 御…になる

御…なさる

<全体>

御…になる

…なさる

御…なさる

御…になる

…なさる

御…なさる

全体（割合） 御…になる …なさる御…なさる

示す: 61.29 % 35.48 % 3.23 %

全体: 44.31 % 43.74 % 11.94 %

全体（頻度） 御…になる …なさる御…なさる

示す: 19 11 1

全体: 4770 4625 1060

命令文 御…になる …なさる御…なさる

示す: 0 11 0

全体: 1 4365 884

命令文以外 御…になる …なさる御…なさる

示す: 19 0 1

全体: 4769 260 176

【1】: 御…なさる（命令文以外）

なさったのである。示しっておこなう説法）の罪が重いことを、お

【1】: 御…なさる（命令文）

【2】: …なさる（命令文以外） 【2】: …なさる（命令文）

なさい。示し盲は，どのような場合におこるか模式図で
なさい。示し平行になる面の組を，展開図に色分けして
なさい（翌期首の洗替示し要な会計処理（仕訳）と財務諸表の記載を
なさい。示し要な会計処理（仕訳）と財務諸表の記載を
なさい。示し証券について，必要な会計処理（仕訳）を
なさい。示し方にしたがって，（１）が成り立つことを

【3】: 御…になる（命令文以外）

になってくれるのです示し神がいつも読む場所をお
にならなければ、これ示しよほど思いきった御意をお
になるだろう。示しも侵し難い帝王の帝王たる尊厳を天下にお
になられたのが、昭和示しいうことを、手伝う者にも分かるようにお
になりたいのだろうけ示して帝位を天から授かったものだと世間にお
になった穏健この上な示し閣下が統治の始めにあたってこれまでにお

【3】: 御…になる（命令文）



Ranking: 56 
 決める 

情報利得:  0.005

…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文>…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文以外>…なさる 御…になる

御…なさる

<全体>

御…になる

…なさる

御…なさる

御…になる

…なさる

御…なさる

全体（割合） 御…になる …なさる御…なさる

決める: 78.67 % 20 % 1.33 %

全体: 44.31 % 43.74 % 11.94 %

全体（頻度） 御…になる …なさる御…なさる

決める: 59 15 1

全体: 4770 4625 1060

命令文 御…になる …なさる御…なさる

決める: 0 15 0

全体: 1 4365 884

命令文以外 御…になる …なさる御…なさる

決める: 59 0 1

全体: 4769 260 176

【1】: 御…なさる（命令文以外）

なさって、来月には改決め　「御嶽詣もこの秋にとお

【1】: 御…なさる（命令文）

【2】: …なさる（命令文以外） 【2】: …なさる（命令文）

なさいということにな決めして、それを参考にして、また七月までに
なさい。決め指示一　グループで順番を
なさい」と言われても決め　もちろん、「いますぐ人生の目的を
なさい。」決めこれから、教える順序を
なさいとしか言ってく決め自分たちで
なさい」きめきない年寄りになるよ、さっさとやること

【3】: 御…になる（命令文以外）

になったほうがいいか決めですので、９月中にお
になったほうが良いと決めのＶＴＲが繋げない）その点も考慮してお
になればいいわけです決め事さんや特別職の場合には自分で条例でお
になったらいかがです決め見学してみて、園のようすや保育内容でお
になるのですか。決め、その金額というものはどのようにしてお
になったなどというの決め、それと同じ年に伊勢神宮の式年遷宮をお

【3】: 御…になる（命令文）



Ranking: 57 
 尋ねる 

情報利得:  0.008

…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文>…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文以外>…なさる 御…になる

御…なさる

<全体>

御…になる

…なさる

御…なさる

御…になる

…なさる

御…なさる

全体（割合） 御…になる …なさる御…なさる

尋ねる: 87.67 % 8.22 % 4.11 %

全体: 44.31 % 43.74 % 11.94 %

全体（頻度） 御…になる …なさる御…なさる

尋ねる: 64 6 3

全体: 4770 4625 1060

命令文 御…になる …なさる御…なさる

尋ねる: 0 6 1

全体: 1 4365 884

命令文以外 御…になる …なさる御…なさる

尋ねる: 64 0 2

全体: 4769 260 176

【1】: 御…なさる（命令文以外）

なさるが、もっともち訊ね　「その儀ならば、暁心斎先生にお
なさってもお会なさらたずねに向き直って、「カロロ伯爵は、侯爵がお

【1】: 御…なさる（命令文）

なさい。尋ねずに、ご主人があいさつに見えたときにお

【2】: …なさる（命令文以外） 【2】: …なさる（命令文）

なさい」と言ったとき尋ねしかし神の使徒が繰返し「
なさい、尋ねなさい」尋ねそれから、さらに神の使徒が「
なさい、その人の名前尋ね「すぐ戻りなさい」、「そして彼の用件を
なさい」と求めたとき尋ねれから、さらに神の使徒が「尋ねなさい、
なさい」尋ね何なりと
なさい」尋ね愛を知りたければ、いつでもこのわたしに

【3】: 御…になる（命令文以外）

になった。たずねと、折り返えしお
になるのですが、日本尋ね方はあのように、よく、贈り物の金額をお
になってみては如何で尋ねも知りたいので・・・とか）質問欄からお
になられては？尋ね優しくお
になるのがよいと思い尋ね詳細は手術を受けられる病院で遠慮なくお
になりましたけれども尋ねあるいはどうとらえたのだというふうにお

【3】: 御…になる（命令文）



Ranking: 58 
 答える 

情報利得:  0.002

…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文>…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文以外>…なさる 御…になる

御…なさる

<全体>

御…になる

…なさる

御…なさる

御…になる

…なさる

御…なさる

全体（割合） 御…になる …なさる御…なさる

答える: 33.71 % 64.04 % 2.25 %

全体: 44.31 % 43.74 % 11.94 %

全体（頻度） 御…になる …なさる御…なさる

答える: 30 57 2

全体: 4770 4625 1060

命令文 御…になる …なさる御…なさる

答える: 0 57 1

全体: 1 4365 884

命令文以外 御…になる …なさる御…なさる

答える: 30 0 1

全体: 4769 260 176

【1】: 御…なさる（命令文以外）

なすったんであります答えは考えざるを得ないと、こういうふうにお

【1】: 御…なさる（命令文）

なさい。答えお

【2】: …なさる（命令文以外） 【2】: …なさる（命令文）

なさい。答え　例３について，次の問に
なさい。答えなくてはならないと考えるか、千字程度で
なさい。答え　例２について，次の問に
なさい。答えさいころを同時に投げるとき、次の問いに
なさい。答えそれぞれについて上昇するか下落するか
なさい。答え　例１について，次の問に

【3】: 御…になる（命令文以外）

になった方に聞きたい答えまた、食べるとお
にならなくても、それ答え　「桜井さんがお
になっていなくてごめ答えお
になったのよ〉答え“イランは違うのではありませんか”とお
になったとき、眼の動答えあなたがお
にならないの？」答えなぜお

【3】: 御…になる（命令文）



Ranking: 59 
 受ける 

情報利得:  0.003

…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文>…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文以外>…なさる 御…になる

御…なさる

<全体>

御…になる

…なさる

御…なさる

御…になる

…なさる

御…なさる

全体（割合） 御…になる …なさる御…なさる

受ける: 69.57 % 28.26 % 2.17 %

全体: 44.31 % 43.74 % 11.94 %

全体（頻度） 御…になる …なさる御…なさる

受ける: 32 13 1

全体: 4770 4625 1060

命令文 御…になる …なさる御…なさる

受ける: 0 13 1

全体: 1 4365 884

命令文以外 御…になる …なさる御…なさる

受ける: 32 0 0

全体: 4769 260 176

【1】: 御…なさる（命令文以外） 【1】: 御…なさる（命令文）

なさいといったら、な受け持ちなんかはものの数でもないから是非お

【2】: …なさる（命令文以外） 【2】: …なさる（命令文）

なさいと勧めている、うけ時の補助化学療法は標準的だからなるべく
なさい。受け「おとなしく歯の治療を
なさい」みたいなことうけ、と、そのとき、「とにかく、ま、洗礼を
なさい」と変えてもよ受けらだです」あるいは「キリストのからだを
なさい」受け分割払いでもいいから
なさい」，「もう少し受けは保護が受けられない」，「親族の援助を

【3】: 御…になる（命令文以外）

になりました方は全体受けし上げますと、六十歳で繰り上げ支給をお
にならなかった。受けどう酒を飲ませようとしたが、イエスはお
になったあと、パジャ受け半に起床され、当直侍医の検温、拝診をお
になったといわれてい受けところ、新天皇は民主主義教育の洗礼をお
になっている状態があ受けさん方も相当数大阪では自主的に検査をお
になるそうでございま受けですが、大変優秀な方が大勢司法試験をお

【3】: 御…になる（命令文）



Ranking: 60 
 知る 

情報利得:  0.012

…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文>…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文以外>…なさる 御…になる

御…なさる

<全体>

御…になる

…なさる

御…なさる

御…になる

…なさる
御…なさる

全体（割合） 御…になる …なさる御…なさる

知る: 94.44 % 5.56 % 0 %

全体: 44.31 % 43.74 % 11.94 %

全体（頻度） 御…になる …なさる御…なさる

知る: 51 3 0

全体: 4770 4625 1060

命令文 御…になる …なさる御…なさる

知る: 0 3 0

全体: 1 4365 884

命令文以外 御…になる …なさる御…なさる

知る: 51 0 0

全体: 4769 260 176

【1】: 御…なさる（命令文以外） 【1】: 御…なさる（命令文）

【2】: …なさる（命令文以外） 【2】: …なさる（命令文）

なさいって」知り恥を
なさい。知りそして溺れることなく、男というものを
なさい。知りそして男というものを

【3】: 御…になる（命令文以外）

になりたいか、ちょっ知り、後でまたよく、先生がどういうことをお
になりたい方は、保健知り　もし、もう少し専門的にお
になりたい方は読んで知り考えながらファンタジー書いているか、お
になったのですか。知り　「どこでその『セイヤ』という名前をお
になりたい場合は貴方知りんでいる市町村の保育料の徴収基準表をお
になりましたか。知り運輸省は、この定款変更をいつお

【3】: 御…になる（命令文）



Ranking: 61 
 買う 

情報利得:  0.001

…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文>…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文以外>…なさる 御…になる

御…なさる

<全体>

御…になる

…なさる

御…なさる

御…になる

…なさる

御…なさる

全体（割合） 御…になる …なさる御…なさる

買う: 43.4 % 52.83 % 3.77 %

全体: 44.31 % 43.74 % 11.94 %

全体（頻度） 御…になる …なさる御…なさる

買う: 23 28 2

全体: 4770 4625 1060

命令文 御…になる …なさる御…なさる

買う: 0 28 2

全体: 1 4365 884

命令文以外 御…になる …なさる御…なさる

買う: 23 0 0

全体: 4769 260 176

【1】: 御…なさる（命令文以外） 【1】: 御…なさる（命令文）

なさい。買い時には、お祝いついでに、新らしいのをお
なさい。買い目よ、さあ、みんなのバターカップからお

【2】: …なさる（命令文以外） 【2】: …なさる（命令文）

なさい、Ｐ３Ｃ、コン買いそういうのが、どんどんＦ十五を何百機
なさいよ、この喧嘩。買い　そうよ、
なさい」買い有償資金の）おカネを貸しますからそれで
なさいと言いたいとこ買いアルバイトして新品を
なさい、艦艇はエイジ買いＰ３Ｃ、コンピューターつきのものを幾ら
なさい。」買い「これで手拭いを

【3】: 御…になる（命令文以外）

になったんですか？」買いどこでお
になるの？」買い　「その胡椒…お
になりません？」買い　「これ?これをお
になる気はなくなった買い　「お
になって、あとはその買い●とりあえず○○ケースお
になったんだと思って買いさんが音楽をやってられたのでピアノをお

【3】: 御…になる（命令文）



Ranking: 62 
 捨てる 

情報利得:  0.003

…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文>…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文以外>…なさる 御…になる

御…なさる

<全体>

御…になる

…なさる

御…なさる

御…になる

…なさる

御…なさる

全体（割合） 御…になる …なさる御…なさる

捨てる: 20 % 63.33 % 16.67 %

全体: 44.31 % 43.74 % 11.94 %

全体（頻度） 御…になる …なさる御…なさる

捨てる: 6 19 5

全体: 4770 4625 1060

命令文 御…になる …なさる御…なさる

捨てる: 0 19 4

全体: 1 4365 884

命令文以外 御…になる …なさる御…なさる

捨てる: 6 0 1

全体: 4769 260 176

【1】: 御…なさる（命令文以外）

なすったのも、あなた棄て　恋人のあなたが私をお

【1】: 御…なさる（命令文）

なされ。捨て　「きっぱりとお市の方をお
なさい」捨て当家は武家ですから、そんなくせは早くお
なさい」捨て　「太刀をお
なさい』などとおっし捨てしたのに、中宮さまは『その雪はだめ、お

【2】: …なさる（命令文以外） 【2】: …なさる（命令文）

なさい。捨てそして、核兵器を
なさい。捨て核兵器を
なさい」捨て拳銃を
なさい、本当に必要な捨ていらないモノは思い切って
なさい。捨てそこの人達、銃を
なさい」ということで捨て「

【3】: 御…になる（命令文以外）

になりました。捨ては、私たちのために、ご自分のいのちをお
になりませぬか」捨て「殿様、松永はまだ、お
にならないのだ。捨てあまねく照らす光明によって、摂取してお
にならぬほうがよいな捨て「みなさまも、それはお
にならない、という意捨てを弥陀如来が光明のなかにおさめとってお
になったかａ棄て神よ、わが神よ、なぜおん身はわたしをお

【3】: 御…になる（命令文）



Ranking: 63 
 戻る 

情報利得:  0.001

…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文>…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文以外>…なさる 御…になる

御…なさる

<全体>

御…になる

…なさる

御…なさる

御…になる

…なさる

御…なさる

全体（割合） 御…になる …なさる御…なさる

戻る: 57.69 % 39.74 % 2.56 %

全体: 44.31 % 43.74 % 11.94 %

全体（頻度） 御…になる …なさる御…なさる

戻る: 45 31 2

全体: 4770 4625 1060

命令文 御…になる …なさる御…なさる

戻る: 0 31 1

全体: 1 4365 884

命令文以外 御…になる …なさる御…なさる

戻る: 45 0 1

全体: 4769 260 176

【1】: 御…なさる（命令文以外）

なさるように申せと、戻り殿下に宴会の席へお

【1】: 御…なさる（命令文）

なさい。戻りレーのスーツをぬいで、ご本のところへお

【2】: …なさる（命令文以外） 【2】: …なさる（命令文）

なさい。戻りおまえは席へ
なさい。戻りノルダナイから早めに
なさい、落ち着くので戻り整理しておかねばなりません、さあ、もう
なさい！戻り　「
なさい。戻りすぐ自分の部屋に
なさい」戻り話は分かったから、君たち３人は教室に

【3】: 御…になる（命令文以外）

になったんですか？」戻り　「南米からお
になるまで辛抱いたし戻り　「おきぬさん、旦那様がお
になる頃に到着するよ戻り届いてしまい事故があると心配ですのでお
になることになり誠に戻りこの度はニッポン放送にお
になればよろしいんで戻り　「お嬢さまが旦那さまのお家にお
にならないとご家族に戻り用心深い声で「今日はご主人が工場からお

【3】: 御…になる（命令文）



Ranking: 64 
 認める 

情報利得:  0.006

…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文>…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文以外>…なさる 御…になる

御…なさる

<全体>

御…になる

…なさる

御…なさる

御…になる

…なさる

御…なさる

全体（割合） 御…になる …なさる御…なさる

認める: 81.82 % 16.36 % 1.82 %

全体: 44.31 % 43.74 % 11.94 %

全体（頻度） 御…になる …なさる御…なさる

認める: 45 9 1

全体: 4770 4625 1060

命令文 御…になる …なさる御…なさる

認める: 0 9 0

全体: 1 4365 884

命令文以外 御…になる …なさる御…なさる

認める: 45 0 1

全体: 4769 260 176

【1】: 御…なさる（命令文以外）

なさいました。認めがあったのだから彼女の勝ちであったとお

【1】: 御…なさる（命令文）

【2】: …なさる（命令文以外） 【2】: …なさる（命令文）

なさいって言われた。認め１年間の頑張りを
なさい。認め
なさい認めなた自身が選び取ったものだということを
なさい。認め　
なさいよね！」認め「私はこういう人間なんだから
なさいね。認め昔みたいに浮気は男の甲斐性って

【3】: 御…になる（命令文以外）

になりますよね。認め需要額の中身ということだけは、これはお
になられるとしたなら認めでどんどん入ってきておるという事実をお
にならないでしょ。認めたお二人は紳士ですから、そんな意見はお
になっていただけるで認め適切でないと、これぐらいは総務大臣、お
になるでしょうか。認めのは近年拡大の状況にあるということはお
になったように、銀行認め審議の中で、宮澤大蔵大臣もお

【3】: 御…になる（命令文）



Ranking: 65 
 任せる 

情報利得:  0.001

…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文>…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文以外>…なさる 御…になる

御…なさる

<全体>

御…になる

…なさる

御…なさる

御…になる

…なさる
御…なさる

全体（割合） 御…になる …なさる御…なさる

任せる: 28.57 % 60 % 11.43 %

全体: 44.31 % 43.74 % 11.94 %

全体（頻度） 御…になる …なさる御…なさる

任せる: 10 21 4

全体: 4770 4625 1060

命令文 御…になる …なさる御…なさる

任せる: 0 21 4

全体: 1 4365 884

命令文以外 御…になる …なさる御…なさる

任せる: 10 0 0

全体: 4769 260 176

【1】: 御…なさる（命令文以外） 【1】: 御…なさる（命令文）

なさい。任せをたくさん知っていますから、わたしにお
なさいませ」任せお決めになって、あとはどうとも御運にお
なさい。まかせその神様にお
なさいませ。任せ　「透様、蕾様にお

【2】: …なさる（命令文以外） 【2】: …なさる（命令文）

なさい」任せ鷲羽ちゃんに
なさい。任せシェフに
なさい、こう言って金任せ言って安心させて、もうけさせてやるから
なさい」任せあとのことはわたしに
なさい任せ私に小学校を一校、
なさいと飽れ顔の月子任せ　入院中位は部下に

【3】: 御…になる（命令文以外）

になったら？」任せ　「では、すべての生を、家来にお
になるの？任せ　透明人間さんに、すべてをお
になるのが筋と考えま任せの任務なら、騎士バーン・バニングスにお
になってしまう。任せ苦労しないから流通にお
になりました?でした任せあなたはわたしにこの事件をお
になっている」任せ組織や外部でやってもらおうとするお

【3】: 御…になる（命令文）



Ranking: 66 
 座る 

情報利得:  0.002

…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文>…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文以外>…なさる 御…になる

御…なさる

<全体>

御…になる

…なさる

御…なさる

御…になる

…なさる

御…なさる

全体（割合） 御…になる …なさる御…なさる

座る: 28.26 % 45.65 % 26.09 %

全体: 44.31 % 43.74 % 11.94 %

全体（頻度） 御…になる …なさる御…なさる

座る: 13 21 12

全体: 4770 4625 1060

命令文 御…になる …なさる御…なさる

座る: 0 21 12

全体: 1 4365 884

命令文以外 御…になる …なさる御…なさる

座る: 13 0 0

全体: 4769 260 176

【1】: 御…なさる（命令文以外） 【1】: 御…なさる（命令文）

なされ。坐り法住どの、心配ないからお
なさいよ、ハニー」と座り　「まあ、お
なさいな」座んそんな所に突っ立ってないで、ここにお
なさい、そしてお話をすわん公爵、もっとこちらの壁炉に近いほうへお
なさい。座りまあ、お
なさい、ミス?」座り　「お

【2】: …なさる（命令文以外） 【2】: …なさる（命令文）

なさい」座りふたりともそこに
なさい」坐り　「まあ、
なさいよ。すわん　「まま、いいから入って
なさいよ」座ん　「
なさいですね。座りはいはい、
なさい」座りとにかくそこに

【3】: 御…になる（命令文以外）

になって、お飲みなさ座りそれからお
にならないの…。座りで、お
になりませんか、ミス座り「お
になってください。座りさ、桜彦坊ちゃま、お仕上げしますからお
になっていたようだっ座りテラス席にお二人でお
になってください」座りお

【3】: 御…になる（命令文）



Ranking: 67 
 休む 

情報利得:  0.036

…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文>…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文以外>…なさる 御…になる

御…なさる

<全体>

御…になる

…なさる

御…なさる

御…になる
…なさる

御…なさる

全体（割合） 御…になる …なさる御…なさる

休む: 2.14 % 3.74 % 94.12 %

全体: 44.31 % 43.74 % 11.94 %

全体（頻度） 御…になる …なさる御…なさる

休む: 8 14 352

全体: 4770 4625 1060

命令文 御…になる …なさる御…なさる

休む: 0 14 350

全体: 1 4365 884

命令文以外 御…になる …なさる御…なさる

休む: 8 0 2

全体: 4769 260 176

【1】: 御…なさる（命令文以外）

なさいまし」寝みそれではお
なさることさへ出来な休みこんな処まで連れて来て置いて、坐つてお

【1】: 御…なさる（命令文）

なさいやすみお
なさい」やすみｇ．「お
なさい！休み最高はジャンボじゃないけど、５万・・お
なさい」と、兄の部屋やすみございます」と挨拶し、夜は「お兄さんお
なさい、マリアン」休み　「お
なさいませ」やすみ　「お

【2】: …なさる（命令文以外） 【2】: …なさる（命令文）

なさい」休み「必ず守るから、安心して
なさい」休みそれじゃ、少し
なさい」と主治医の先休み「これから熱がでるから、明日
なさい。休み　「
なさい」と、言っても休みとはわかりますが、「２時間位したら少し
なさいと言っていたの休み前々からずーっと膝が悪くて練習を

【3】: 御…になる（命令文以外）

になっていらっしゃら寝み　宮中に帰った命婦は帝がまだお
になっていらっしゃい寝み若宮はもうお
になっているはずです寝み　「中でお
になりませんの」寝み　「まだお
にならないと?」寝み　「もう、お
になって下さいまし」寝み　「遅うございますから、すぐお

【3】: 御…になる（命令文）



Ranking: 68 
 表わす 

情報利得:  0.014

…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文>…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文以外>…なさる 御…になる

御…なさる

<全体>

御…になる

…なさる

御…なさる

御…になる
…なさる 御…なさる

全体（割合） 御…になる …なさる御…なさる

表わす: 2.04 % 97.96 % 0 %

全体: 44.31 % 43.74 % 11.94 %

全体（頻度） 御…になる …なさる御…なさる

表わす: 1 48 0

全体: 4770 4625 1060

命令文 御…になる …なさる御…なさる

表わす: 0 48 0

全体: 1 4365 884

命令文以外 御…になる …なさる御…なさる

表わす: 1 0 0

全体: 4769 260 176

【1】: 御…なさる（命令文以外） 【1】: 御…なさる（命令文）

【2】: …なさる（命令文以外） 【2】: …なさる（命令文）

なさい．表しこれを次のような複合グラフで
なさい。表し点Ｐが辺ＣＤ上を動くとき，ｙをｘの式で
なさい．表しこの表を次のような縦捧グラフで
なさい．表し値を縦軸，標準偏差を横軸とした図の上で
なさい。表し冊買って，千円出したときのおつりを式に
なさいっ！！！！」現し「正体を

【3】: 御…になる（命令文以外）

になること、恩寵をた現はしといひますが、さきはふとは、神が力をお

【3】: 御…になる（命令文）



Ranking: 69 
 求める 

情報利得:  0.008

…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文>…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文以外>…なさる 御…になる

御…なさる

<全体>

御…になる

…なさる

御…なさる

御…になる

…なさる
御…なさる

全体（割合） 御…になる …なさる御…なさる

求める: 11.11 % 87.22 % 1.67 %

全体: 44.31 % 43.74 % 11.94 %

全体（頻度） 御…になる …なさる御…なさる

求める: 20 157 3

全体: 4770 4625 1060

命令文 御…になる …なさる御…なさる

求める: 0 157 2

全体: 1 4365 884

命令文以外 御…になる …なさる御…なさる

求める: 20 0 1

全体: 4769 260 176

【1】: 御…なさる（命令文以外）

なすったお母さんが、求めの私は、あんなにまでして愛のあかしをお

【1】: 御…なさる（命令文）

なさい。求めむしろ彼のために王国をお
なさい。」求めアビアタルとズルヤの子ヨアブのためにお

【2】: …なさる（命令文以外） 【2】: …なさる（命令文）

なさい。求め１　２つの式の和を
なさい。求めまた，この円錐の表面積を
なさい。求め，ｘ＝４のときｙ＝－９となる１次関数を
なさい．求めトルＮγをフォンシェーディングの方法で
なさい。求め　１でつくった方程式を解き，例２の答を
なさい。求め，ｘ＝３のとき　ｙ＝２となる１次関数を

【3】: 御…になる（命令文以外）

になったお店で相談す求めお
になるのは当然だと思求めれば、だれしもがやはりこれを信用してお
になってまず「あとが求め　という次第で、この本をお
になるなら、香港島の求めよらないでください、やはり正規の物をお
になれる商品。求め　　　　　　　３手軽にお
になったほうがいいか求めのであれば、オークションなどで中古をお

【3】: 御…になる（命令文）



Ranking: 70 
 読む 

情報利得:  0.005

…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文>…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文以外>…なさる 御…になる

御…なさる

<全体>

御…になる

…なさる

御…なさる

御…になる

…なさる
御…なさる

全体（割合） 御…になる …なさる御…なさる

読む: 16.28 % 79.07 % 4.65 %

全体: 44.31 % 43.74 % 11.94 %

全体（頻度） 御…になる …なさる御…なさる

読む: 7 34 2

全体: 4770 4625 1060

命令文 御…になる …なさる御…なさる

読む: 0 34 2

全体: 1 4365 884

命令文以外 御…になる …なさる御…なさる

読む: 7 0 0

全体: 4769 260 176

【1】: 御…なさる（命令文以外） 【1】: 御…なさる（命令文）

なされお託しなされた詠み京の都朝廷との根本的な関係をお和歌にお
なさいと月長石をかし読みじきによすことができたでしょうこれをお

【2】: …なさる（命令文以外） 【2】: …なさる（命令文）

なさい。読み指示１　自分のスピードで２回
なさい。読みあうように，ａ）～ｃ）よりひとつ選び，
なさい。読み文の内容にあうように，内に適語を補って
なさい。読み容にあうように，（　）内に適語を補って
なさい・・・・。読み雑誌に色々載ってるから
なさい。読み下線部の発音に注意して

【3】: 御…になる（命令文以外）

になればいいんですよ詠み　客観的にお
になっていたら、聞か詠み　「もしお
になる和歌には、飾り詠みお
になられること、その詠みかご精進なされ、優れたお和歌を次々とお
になられるお和歌が京詠みいや、むしろ、お
になりませんでしたか詠み　「それを歌にはお

【3】: 御…になる（命令文）



Ranking: 71 
 述べる 

情報利得:  0.004

…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文>…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文以外>…なさる 御…になる

御…なさる

<全体>

御…になる

…なさる

御…なさる

御…になる

…なさる

御…なさる

全体（割合） 御…になる …なさる御…なさる

述べる: 69.23 % 30.77 % 0 %

全体: 44.31 % 43.74 % 11.94 %

全体（頻度） 御…になる …なさる御…なさる

述べる: 36 16 0

全体: 4770 4625 1060

命令文 御…になる …なさる御…なさる

述べる: 0 16 0

全体: 1 4365 884

命令文以外 御…になる …なさる御…なさる

述べる: 36 0 0

全体: 4769 260 176

【1】: 御…なさる（命令文以外） 【1】: 御…なさる（命令文）

【2】: …なさる（命令文以外） 【2】: …なさる（命令文）

なさい」というもので述べや具体例を引用しながら、あなたの考えを
なさい．述べＡｒｂｉｔｒａｔｉｏｎ）の相違について
なさい。述べ　次の各記述の正誤を
なさいという欄には、述べその理由を
なさい。述べ国際関係論的必然性について四百字以内で
なさい！」述べる前に、述べておきたいことがあったら、

【3】: 御…になる（命令文以外）

になりましたように、述べまず初めに、お
になった姿勢をきちっ述べ通ずるわけでありますから、いま大臣がお
になりましたようにき述べに妥協の産物という形になり、参考人がお
になっている改革の中述べ、私は最後に言いたいけれども、総理のお
になりましたが、協力述べまた、武器の範囲についてお
になっておるわけです述べについて玉置長官は激しく週刊誌等でもお

【3】: 御…になる（命令文）



Ranking: 72 
 立つ 

情報利得:  0.006

…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文>…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文以外>…なさる 御…になる

御…なさる

<全体>

御…になる

…なさる

御…なさる

御…になる

…なさる

御…なさる

全体（割合） 御…になる …なさる御…なさる

立つ: 10 % 80 % 10 %

全体: 44.31 % 43.74 % 11.94 %

全体（頻度） 御…になる …なさる御…なさる

立つ: 3 24 3

全体: 4770 4625 1060

命令文 御…になる …なさる御…なさる

立つ: 0 24 3

全体: 1 4365 884

命令文以外 御…になる …なさる御…なさる

立つ: 3 0 0

全体: 4769 260 176

【1】: 御…なさる（命令文以外） 【1】: 御…なさる（命令文）

なさい。立ち　「お
なさい。立ち　「さっさとお
なさい。立ちお

【2】: …なさる（命令文以外） 【2】: …なさる（命令文）

なさい）立ち　「ウウウウ…」（
なさい」と言われた。立ちイエスは手の萎えた人に、「真ん中に
なされ」立ち　「余司令、さあ、さあ、
なさい。立ち　「
なさい」。立ち　「まっすぐ
なさい”ですね。立ち　”

【3】: 御…になる（命令文以外）

になって議論を進めら立ちか、あるいはどういう基本的な考え方にお
になりまして、聖観自起ち十六　その時、み仏は三昧からお
になっておられる、こ立ちを取り扱っておる立場に参考人の方々はお

【3】: 御…になる（命令文）



Ranking: 73 
 止す 

情報利得:  0.023

…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文>…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文以外>…なさる 御…になる

御…なさる

<全体>

御…になる

…なさる

御…なさる

御…になる

…なさる

御…なさる

全体（割合） 御…になる …なさる御…なさる

止す: 2.17 % 23.91 % 73.91 %

全体: 44.31 % 43.74 % 11.94 %

全体（頻度） 御…になる …なさる御…なさる

止す: 1 11 34

全体: 4770 4625 1060

命令文 御…になる …なさる御…なさる

止す: 0 11 33

全体: 1 4365 884

命令文以外 御…になる …なさる御…なさる

止す: 1 0 1

全体: 4769 260 176

【1】: 御…なさる（命令文以外）

なすって」よし冗談はお

【1】: 御…なさる（命令文）

なさい。よし　「そんなことお
なさい。」よし　「何怒つてんのよ、読むのお
なさい、ハンク」スプよし　「お
なさい」よし泣くのはお
なさい。よしさあさ、もういい加減にお
なさい。よしお二人とも、悪ふざけは、お

【2】: …なさる（命令文以外） 【2】: …なさる（命令文）

なさい」よし、姿がないから蛇の化身だなどと疑うのも
なさい」私は声をかけ止し　「
なさい」よし　「子供みたいなことは
なさい。よし　「もう
なさいよ」メガンは自よし　「
なはれ。よし「三吉、手荒なことは

【3】: 御…になる（命令文以外）

になった方がよくはあ止しどうでもいいというような態度はお

【3】: 御…になる（命令文）



Ranking: 74 
 出す 

情報利得:  0.012

…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文>…なさる 御…になる

御…なさる

<命令文以外>…なさる 御…になる

御…なさる

<全体>

御…になる

…なさる

御…なさる

御…になる

…なさる

御…なさる

全体（割合） 御…になる …なさる御…なさる

出す: 0 % 87.04 % 12.96 %

全体: 44.31 % 43.74 % 11.94 %

全体（頻度） 御…になる …なさる御…なさる

出す: 0 47 7

全体: 4770 4625 1060

命令文 御…になる …なさる御…なさる

出す: 0 47 6

全体: 1 4365 884

命令文以外 御…になる …なさる御…なさる

出す: 0 0 1

全体: 4769 260 176

【1】: 御…なさる（命令文以外）

なすって下さいまし…出し早くお

【1】: 御…なさる（命令文）

なさい。出しもっと勇気をお
なさい」出し雛をお
なさい」出し　「なるほど…こちらへお
なさい。出しなれば無言で左の手、女なれば右の手をお
なさい」出し証拠をお
なさい」出し　「どうもお気の毒で…こちらへお

【2】: …なさる（命令文以外） 【2】: …なさる（命令文）

なさい！」出し「必ず返事を
なさい。だし　「ちょっとご挨拶に顔を
なさいっ、早くここか出し　
なされ。出し「何ぞ形見のお品でも納めて、葬式を
なさい」と命令をだしだしる程度ふえてくると、大脳が「ホルモンを
なさいというのを住民出し金を

【3】: 御…になる（命令文以外） 【3】: 御…になる（命令文）


