
Ranking: 1 
 過ごす 

情報利得:  0.003

Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文>Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文以外>Vなさる おNになる

おVなさる

<全体>

おNになる

Vなさる

おVなさる

おNになる

Vなさる

おVなさる

全体（割合） おNになる VなさるおVなさる

過ごす: 72 % 28 % 0 %

全体: 44.44 % 45.17 % 10.39 %

全体（頻度） おNになる VなさるおVなさる

過ごす: 18 7 0

全体: 6772 4923 1096

命令文 おNになる VなさるおVなさる

過ごす: 0 7 0

全体: 1 4605 906

命令文以外 おNになる VなさるおVなさる

過ごす: 18 0 0

全体: 6771 318 190

【1】: おVなさる（命令文以外） 【1】: おVなさる（命令文）

【2】: Vなさる（命令文以外） 【2】: Vなさる（命令文）

なさい。すごしツインなりの部屋にして正々堂々と一緒に
なさい。過ごしを感じていた場所に行って、そこで一日を
なさい。過ごし遊んだり、練武したり、好きなようにして
なさい。過ごし今を精一杯努力して
なさいね。過ごし楽しく
なさい。すごしいる暇があったら、もっと有意義な時間を

【3】: おNになる（命令文以外）

になったせいか、関西過し京前のご幼少期を生を享けられた神戸でお
になるときもある。過しれるが、皇后さまとの団らんやテレビでお
になられましたでしょ過ごしみなｓなはどのような一日をお
になられた皆さんです過ごしもののない時代を、ご幼少のころお
になられるのでしょう過ごし皆様、今週末はどのようにお
になった。過ごし免除されて父老と昔の物語等して数日をお

【3】: おNになる（命令文）



Ranking: 2 
 感ずる 

情報利得:  0.008

Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文>Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文以外>Vなさる おNになる

おVなさる

<全体>

おNになる

Vなさる

おVなさる

おNになる

Vなさる

おVなさる

全体（割合） おNになる VなさるおVなさる

感ずる: 91.3 % 8.7 % 0 %

全体: 44.44 % 45.17 % 10.39 %

全体（頻度） おNになる VなさるおVなさる

感ずる: 21 2 0

全体: 6772 4923 1096

命令文 おNになる VなさるおVなさる

感ずる: 0 2 0

全体: 1 4605 906

命令文以外 おNになる VなさるおVなさる

感ずる: 21 0 0

全体: 6771 318 190

【1】: おVなさる（命令文以外） 【1】: おVなさる（命令文）

【2】: Vなさる（命令文以外） 【2】: Vなさる（命令文）

なさい”。感じ　“周囲の人の行動から危機感を
なさい」感じ　さあ、この人たちを見て、自分の愛を

【3】: おNになる（命令文以外）

になるかもしれません感じ不公平とお
になられるとしたら、感じ誇張した言い方だとお
になりましたか。感じイタリア公演では、相当プレッシャーをお
になっているんでしょ感じ　「プライバシーの侵害だとお
になった一件がありま感じそのことではあちらの仕方を面白からずお
にならないかもしれま感じ警視のお立場ですと、あまりお

【3】: おNになる（命令文）



Ranking: 3 
 信ずる 

情報利得:  0.003

Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文>Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文以外>Vなさる おNになる

おVなさる

<全体>

おNになる

Vなさる

おVなさる

おNになる

Vなさる

おVなさる

全体（割合） おNになる VなさるおVなさる

信ずる: 32 % 68 % 0 %

全体: 44.44 % 45.17 % 10.39 %

全体（頻度） おNになる VなさるおVなさる

信ずる: 8 17 0

全体: 6772 4923 1096

命令文 おNになる VなさるおVなさる

信ずる: 0 17 0

全体: 1 4605 906

命令文以外 おNになる VなさるおVなさる

信ずる: 8 0 0

全体: 6771 318 190

【1】: おVなさる（命令文以外） 【1】: おVなさる（命令文）

【2】: Vなさる（命令文以外） 【2】: Vなさる（命令文）

なさい。信じ「婦人よ、わたしを
なさい」と申しました信じが、「石井先生のパワーが助けて下さると
なさい！信じは笑える時代がありました、自分の感性を
なさい”信じ　自分を
なさい！信じ　さあ、目を上げて、神を
なさい信じ　自分の夢を

【3】: おNになる（命令文以外）

にならないならば、も信じそして、もしお
にならなくてもかまい信じお
になりますか」信じのような恥知らずどもの中傷を、閣下はお
にならないでしょうけ信じ先生はお
にならないでしょう。信じ先生はお
にならないかも知れま信じ　「先生はお

【3】: おNになる（命令文）



Ranking: 4 
 知る 

情報利得:  0.009

Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文>Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文以外>Vなさる おNになる

おVなさる

<全体>

おNになる

Vなさる

おVなさる

おNになる

Vなさる
おVなさる

全体（割合） おNになる VなさるおVなさる

知る: 94.44 % 5.56 % 0 %

全体: 44.44 % 45.17 % 10.39 %

全体（頻度） おNになる VなさるおVなさる

知る: 51 3 0

全体: 6772 4923 1096

命令文 おNになる VなさるおVなさる

知る: 0 3 0

全体: 1 4605 906

命令文以外 おNになる VなさるおVなさる

知る: 51 0 0

全体: 6771 318 190

【1】: おVなさる（命令文以外） 【1】: おVなさる（命令文）

【2】: Vなさる（命令文以外） 【2】: Vなさる（命令文）

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

【3】: おNになる（命令文以外）

になりましたのは、事知り防衛庁長官がこれをお
になったのは、ブロッ知りかにしか存在しなかったことをあなたがお
になって何をなさるつ知り　「そんなことをお
になりたかったら、「知り衝撃の真実をお
になったんですか」知り北さんは父が亡くなったことをどうしてお
になったのですか？知りの王女、セイヤ・アスタシアを、どこでお

【3】: おNになる（命令文）



Ranking: 5 
 表わす 

情報利得:  0.01

Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文>Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文以外>Vなさる おNになる

おVなさる

<全体>

おNになる

Vなさる

おVなさる

おNになる
Vなさる おVなさる

全体（割合） おNになる VなさるおVなさる

表わす: 2.04 % 97.96 % 0 %

全体: 44.44 % 45.17 % 10.39 %

全体（頻度） おNになる VなさるおVなさる

表わす: 1 48 0

全体: 6772 4923 1096

命令文 おNになる VなさるおVなさる

表わす: 0 48 0

全体: 1 4605 906

命令文以外 おNになる VなさるおVなさる

表わす: 1 0 0

全体: 6771 318 190

【1】: おVなさる（命令文以外） 【1】: おVなさる（命令文）

【2】: Vなさる（命令文以外） 【2】: Vなさる（命令文）

なさい．表しこのグラフをこれを積み上げ縦棒グラフで
なさい。表しマ数字で表された次の数を現代の記数法で
なさい。表し２．次の文の傍線部を媛語で
なさい。表し　２進法で表された次の数を十進法で
なさい。表し　次の各組の数の大小を，不等号を使って
なさい。表し　次の各組の数の大小を，不等号を使って

【3】: おN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】: おNになる（命令文）



Ranking: 6 
 述べる 

情報利得:  0.003

Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文>Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文以外>Vなさる おNになる

おVなさる

<全体>

おNになる

Vなさる

おVなさる

おNになる

Vなさる

おVなさる

全体（割合） おNになる VなさるおVなさる

述べる: 69.23 % 30.77 % 0 %

全体: 44.44 % 45.17 % 10.39 %

全体（頻度） おNになる VなさるおVなさる

述べる: 36 16 0

全体: 6772 4923 1096

命令文 おNになる VなさるおVなさる

述べる: 0 16 0

全体: 1 4605 906

命令文以外 おNになる VなさるおVなさる

述べる: 36 0 0

全体: 6771 318 190

【1】: おVなさる（命令文以外） 【1】: おVなさる（命令文）

【2】: Vなさる（命令文以外） 【2】: Vなさる（命令文）

なさい．述べ（４）　貿易クレームの防止対策について
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。述べ堂々と自分の主張を
なさい．述べ（５）　ＡＤＲについて
なさい。述べわって音が知覚されるまでの経過を簡単に
なさい。述べ　次の各記述の正誤を

【3】: おNになる（命令文以外）

になりました金融政策述べもう一つは、やはりいまお
になっておりますが、述べね、ということをあなたが前の委員会でお
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
になりましたが、協力述べまた、武器の範囲についてお
になっているように、述べ加えて、これは総理が所信表明の中でもお
になりましたように、述べるべきかということでありますが、いまお

【3】: おNになる（命令文）



Ranking: 7 
 馳走 

情報利得:  0.012

Vなさる おNになる

おVなさる

No Data

<命令文>Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文以外>Vなさる おNになる

おVなさる

<全体>

おNになる

Vなさる

おVなさる

おNになる VなさるおVなさる

全体（割合） おNになる VなさるおVなさる

馳走: 100 % 0 % 0 %

全体: 44.44 % 45.17 % 10.39 %

全体（頻度） おNになる VなさるおVなさる

馳走: 546 0 0

全体: 6772 4923 1096

命令文 おNになる VなさるおVなさる

馳走: 0 0 0

全体: 1 4605 906

命令文以外 おNになる VなさるおVなさる

馳走: 546 0 0

全体: 6771 318 190

【1】: おVなさる（命令文以外） 【1】: おVなさる（命令文）

【2】: Vなさる（命令文以外） 【2】: Vなさる（命令文）

【3】: おNになる（命令文以外）

になりましたし」ちそうもうたっぷりご
になろう」馳走じゃあ、きょうはご
になった。馳走代将軍足利義輝の室町邸に招かれ、酒をご
になったりする知人がちそうよく食事をご
になり、日比谷まで歩馳走銀座で待ち合わせ、老舗の鰻屋で朝食を御
になりました。馳走ご

【3】: おNになる（命令文）



Ranking: 8 
 留守 

情報利得:  0.012

Vなさる おNになる

おVなさる

No Data

<命令文>Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文以外>Vなさる おNになる

おVなさる

<全体>

おNになる

Vなさる

おVなさる

おNになる VなさるおVなさる

全体（割合） おNになる VなさるおVなさる

留守: 100 % 0 % 0 %

全体: 44.44 % 45.17 % 10.39 %

全体（頻度） おNになる VなさるおVなさる

留守: 26 0 0

全体: 6772 4923 1096

命令文 おNになる VなさるおVなさる

留守: 0 0 0

全体: 1 4605 906

命令文以外 おNになる VなさるおVなさる

留守: 26 0 0

全体: 6771 318 190

【1】: おVなさる（命令文以外） 【1】: おVなさる（命令文）

【2】: Vなさる（命令文以外） 【2】: Vなさる（命令文）

【3】: おNになる（命令文以外）

になる瞬間が、もっと留守　こんなふうに心がお
になりかねません。留守り、不自由になると、つい身だしなみもお
になってもおかしくな留守軍の意識が英米に集中し、中国問題などお
になってもおかしくな留守軍の意識が英米に集中し、中国問題などお
になってしまいますわ留守てますから、どうしてもアンサンブルはお
になっていました。留守こちらの足のトレーニングがすっかりお

【3】: おNになる（命令文）



Ranking: 9 
 参考 

情報利得:  0.012

Vなさる おNになる

おVなさる

No Data

<命令文>Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文以外>Vなさる おNになる

おVなさる

<全体>

おNになる

Vなさる

おVなさる

おNになる VなさるおVなさる

全体（割合） おNになる VなさるおVなさる

参考: 100 % 0 % 0 %

全体: 44.44 % 45.17 % 10.39 %

全体（頻度） おNになる VなさるおVなさる

参考: 88 0 0

全体: 6772 4923 1096

命令文 おNになる VなさるおVなさる

参考: 0 0 0

全体: 1 4605 906

命令文以外 おNになる VなさるおVなさる

参考: 88 0 0

全体: 6771 318 190

【1】: おVなさる（命令文以外） 【1】: おVなさる（命令文）

【2】: Vなさる（命令文以外） 【2】: Vなさる（命令文）

【3】: おNになる（命令文以外）

になれば・・・参考ご
になれば・・・参考ご
になれば幸いです。参考ご
になれば・・・参考ご
にならないかも知れま参考ご両親のタイプにもよりますのでご
になればと思い書いて参考必要なかったかもしれませんが、ご

【3】: おNになる（命令文）



Ranking: 10 
 見える 

情報利得:  0.012

Vなさる おNになる

おVなさる

No Data

<命令文>Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文以外>Vなさる おNになる

おVなさる

<全体>

おNになる

Vなさる

おVなさる

おNになる VなさるおVなさる

全体（割合） おNになる VなさるおVなさる

見える: 100 % 0 % 0 %

全体: 44.44 % 45.17 % 10.39 %

全体（頻度） おNになる VなさるおVなさる

見える: 246 0 0

全体: 6772 4923 1096

命令文 おNになる VなさるおVなさる

見える: 0 0 0

全体: 1 4605 906

命令文以外 おNになる VなさるおVなさる

見える: 246 0 0

全体: 6771 318 190

【1】: おVなさる（命令文以外） 【1】: おVなさる（命令文）

【2】: Vなさる（命令文以外） 【2】: Vなさる（命令文）

【3】: おNになる（命令文以外）

になれば」見えあと十五分後にお
になるようでは自分も見えは明瞭でいらっしゃいましたし、陛下がお
になって、本当に驚い見えこんなところへお
になるということで、見えしかも、総理がお
にならないか眺めるの見えへ来て、馬車の横に立って、街道を誰かお
になりました船長の島みえの日本の第五清勝丸は沈没をし、乗ってお

【3】: おNになる（命令文）



Ranking: 11 
 召す 

情報利得:  0.012

Vなさる おNになる

おVなさる

No Data

<命令文>Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文以外>Vなさる おNになる

おVなさる

<全体>

おNになる

Vなさる

おVなさる

おNになる VなさるおVなさる

全体（割合） おNになる VなさるおVなさる

召す: 100 % 0 % 0 %

全体: 44.44 % 45.17 % 10.39 %

全体（頻度） おNになる VなさるおVなさる

召す: 31 0 0

全体: 6772 4923 1096

命令文 おNになる VなさるおVなさる

召す: 0 0 0

全体: 1 4605 906

命令文以外 おNになる VなさるおVなさる

召す: 31 0 0

全体: 6771 318 190

【1】: おVなさる（命令文以外） 【1】: おVなさる（命令文）

【2】: Vなさる（命令文以外） 【2】: Vなさる（命令文）

【3】: おNになる（命令文以外）

になります。召し鳳凰がついていて、晴れの儀式のときにお
になられました。召し生の高名を仰ぎ、今それがしを使としてお
になった。召しになって、車を止めさせ、惟光の朝臣をお
になって、召し　天皇はさっそくご前にお
になったのでもありま召しなお、特にお
になるときに作る、着召しお

【3】: おNになる（命令文）



Ranking: 12 
 読む 

情報利得:  0.004

Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文>Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文以外>Vなさる おNになる

おVなさる

<全体>

おNになる

Vなさる

おVなさる

おNになる

Vなさる
おVなさる

全体（割合） おNになる VなさるおVなさる

読む: 16.28 % 79.07 % 4.65 %

全体: 44.44 % 45.17 % 10.39 %

全体（頻度） おNになる VなさるおVなさる

読む: 7 34 2

全体: 6772 4923 1096

命令文 おNになる VなさるおVなさる

読む: 0 34 2

全体: 1 4605 906

命令文以外 おNになる VなさるおVなさる

読む: 7 0 0

全体: 6771 318 190

【1】: おVなさる（命令文以外） 【1】: おV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】: Vなさる（命令文以外） 【2】: Vなさる（命令文）

なさいと言われてきま読み小さい頃から、親や先生から本を
なさい」は、本を嫌い読み　「読めるようになったのだから、自分で
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
なさい。。。。。。。読みテニスの王子様でも
なさい。読み文の内容にあうように，内に適語を補って

【3】: おNになる（命令文以外）

になったのである。よみいう小生の説明の「木屑」を「木屑」とお
になる和歌には、飾り詠みお
になられるお和歌が京詠みいや、むしろ、お
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
になりませんでしたか詠み　「それを歌にはお

【3】: おNになる（命令文）



Ranking: 13 
 買う 

情報利得:  0.001

Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文>Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文以外>Vなさる おNになる

おVなさる

<全体>

おNになる

Vなさる

おVなさる

おNになる

Vなさる

おVなさる

全体（割合） おNになる VなさるおVなさる

買う: 43.4 % 52.83 % 3.77 %

全体: 44.44 % 45.17 % 10.39 %

全体（頻度） おNになる VなさるおVなさる

買う: 23 28 2

全体: 6772 4923 1096

命令文 おNになる VなさるおVなさる

買う: 0 28 2

全体: 1 4605 906

命令文以外 おNになる VなさるおVなさる

買う: 23 0 0

全体: 6771 318 190

【1】: おVなさる（命令文以外） 【1】: おV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】: Vなさる（命令文以外） 【2】: Vなさる（命令文）

なさい」とすすめる相買い「売りなさい、
なさい。買い「これを
なさい！」買い「早く家を
なさい」買い有償資金の）おカネを貸しますからそれで
なはれ買いなんぼでも
なはれ買いソラ

【3】: おNになる（命令文以外）

になることですね」買いそして英国製をお
になって、用意をされ買い「先生の方で、大量に仮面をお
になった資産の買入価買い「お
になります際にどうい買いすと、ユーザーの方がいろいろな製品をお
になるのですね、今の買い米ドルで日本円をお
になった。買い持ですから、ほんとうに小遣銭で甲骨をお

【3】: おNになる（命令文）



Ranking: 14 
 受ける 

情報利得:  0.002

Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文>Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文以外>Vなさる おNになる

おVなさる

<全体>

おNになる

Vなさる

おVなさる

おNになる

Vなさる

おVなさる

全体（割合） おNになる VなさるおVなさる

受ける: 69.57 % 28.26 % 2.17 %

全体: 44.44 % 45.17 % 10.39 %

全体（頻度） おNになる VなさるおVなさる

受ける: 32 13 1

全体: 6772 4923 1096

命令文 おNになる VなさるおVなさる

受ける: 0 13 1

全体: 1 4605 906

命令文以外 おNになる VなさるおVなさる

受ける: 32 0 0

全体: 6771 318 190

【1】: おVなさる（命令文以外） 【1】: おV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】: Vなさる（命令文以外） 【2】: Vなさる（命令文）

なさい」受け分割払いでもいいから
なさい。受け「おとなしく歯の治療を
なさいアゴで～♪受け
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」みたいなことうけ、と、そのとき、「とにかく、ま、洗礼を
なさい」受けたら田に出て、僕の仕事ぶりを見て指導を

【3】: おNになる（命令文以外）

になったときの誓約を受け「あなたが洗礼をお
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
になりました。受けの城にてパードレ・ゴーメスより洗礼をお
になりました。受けお釈迦さまはそれをよろこんでお
になった。受け座に出御になり、大奥の女たちの挨拶をお
になる。受け聞きになったり、勉強のためのご進講もお

【3】: おNになる（命令文）



Ranking: 15 
 続ける 

情報利得:  0.002

Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文>Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文以外>Vなさる おNになる

おVなさる

<全体>

おNになる

Vなさる

おVなさる

おNになる

Vなさる
おVなさる

全体（割合） おNになる VなさるおVなさる

続ける: 24 % 68 % 8 %

全体: 44.44 % 45.17 % 10.39 %

全体（頻度） おNになる VなさるおVなさる

続ける: 6 17 2

全体: 6772 4923 1096

命令文 おNになる VなさるおVなさる

続ける: 0 17 2

全体: 1 4605 906

命令文以外 おNになる VなさるおVなさる

続ける: 6 0 0

全体: 6771 318 190

【1】: おVなさる（命令文以外） 【1】: おVなさる（命令文）

なさい」つづけどうぞ、お
なさい。つづけぜひお

【2】: Vなさる（命令文以外） 【2】: Vなさる（命令文）

なさいな」続け　「どうぞ
なさいと励ましてくれ続けし、仕事を辞めたいとも思いますが、夫は
なさい。つづけさあ、怠けていないで仕事を
なさい。続け病院の先生は飲み
なさいというべきなの続けか隠し通しなさい、ストレートのふりをし
なさい』続けそのままの考え方で

【3】: おNになる（命令文以外）

になるのか。続けするのか、これからもそういった制裁をお
になりたい方や、ご家続け継続してお
になるわけでございま続けこの国会におかれまして今後も御審議をお
になるように?と。続けからだの機能を回復させるための訓練をお
になって下さいと。続け、今後とも、ぜひ、そういういいことをお
になって。続けどうぞお

【3】: おNになる（命令文）



Ranking: 16 
 立つ 

情報利得:  0.005

Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文>Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文以外>Vなさる おNになる

おVなさる

<全体>

おNになる

Vなさる

おVなさる

おNになる

Vなさる

おVなさる

全体（割合） おNになる VなさるおVなさる

立つ: 10 % 80 % 10 %

全体: 44.44 % 45.17 % 10.39 %

全体（頻度） おNになる VなさるおVなさる

立つ: 3 24 3

全体: 6772 4923 1096

命令文 おNになる VなさるおVなさる

立つ: 0 24 3

全体: 1 4605 906

命令文以外 おNになる VなさるおVなさる

立つ: 3 0 0

全体: 6771 318 190

【1】: おVなさる（命令文以外） 【1】: おVなさる（命令文）

なさい。立ち　「さっさとお
なさい。立ちお
なさい。立ち　「お

【2】: Vなさる（命令文以外） 【2】: Vなさる（命令文）

なさい。立ち　いすを入れてなかった人、
なさい、もう大きいん立ちといったり、「
なさい。立ちもし、訴えられたら、受けて
なさい」立ち「
なさい」立ちさあ、
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

【3】: おNになる（命令文以外）

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
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

【3】: おNになる（命令文）



Ranking: 17 
 持つ 

情報利得:  0.004

Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文>Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文以外>Vなさる おNになる

おVなさる

<全体>

おNになる

Vなさる

おVなさる

おNになる

Vなさる

おVなさる

全体（割合） おNになる VなさるおVなさる

持つ: 81.88 % 15.44 % 2.68 %

全体: 44.44 % 45.17 % 10.39 %

全体（頻度） おNになる VなさるおVなさる

持つ: 122 23 4

全体: 6772 4923 1096

命令文 おNになる VなさるおVなさる

持つ: 1 23 4

全体: 1 4605 906

命令文以外 おNになる VなさるおVなさる

持つ: 121 0 0

全体: 6771 318 190

【1】: おVなさる（命令文以外） 【1】: おVなさる（命令文）

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
なさいということを、持ち　皆さん方にだから宗教をお
なさいとすヽめるが、持ち夫人も、どうぞお
なされしか。持ち　「皆々さまがたには、百文をお

【2】: Vなさる（命令文以外） 【2】: Vなさる（命令文）

なさい』持ちそれでも受入れる強さを
なさいといっていますもち　ですから、若い人には、よい出会いを
なさい。持ち指示三　テキスト通りにピペットを
なさい。持ち「大きな夢を
なさい。持ち「気を強く
なさいもち正念…正しい注意力を

【3】: おNになる（命令文以外）

になります。持ちのにもわずらわされない、自らの時間をお
になってなさっておら持ち安全に対する配慮というものをきちんとお
になっていたのだ。持ちの中村翫雀さんが、その紫のポルシェをお
になった頃のことであ持ち、パブリック・スピーキングのコースをお
になれば大丈夫かと」持ち（お連れ様）おひとりひとつずつ分けてお
になるということでし持ちこれは国鉄があくまでも責任をお

【3】: おNになる（命令文）

になれぁ、なるほど、持ちこいつをお



Ranking: 18 
 脱ぐ 

情報利得:  0.004

Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文>Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文以外>Vなさる おNになる

おVなさる

<全体>

おNになる

Vなさる

おVなさる

おNになる

Vなさる

おVなさる

全体（割合） おNになる VなさるおVなさる

脱ぐ: 13.04 % 73.91 % 13.04 %

全体: 44.44 % 45.17 % 10.39 %

全体（頻度） おNになる VなさるおVなさる

脱ぐ: 3 17 3

全体: 6772 4923 1096

命令文 おNになる VなさるおVなさる

脱ぐ: 0 17 3

全体: 1 4605 906

命令文以外 おNになる VなさるおVなさる

脱ぐ: 3 0 0

全体: 6771 318 190

【1】: おVなさる（命令文以外） 【1】: おVなさる（命令文）

なさい」脱ぎ「それではお
なさいと申したのです脱ぎ「お
なさいな」脱ぎ　「志織さんも、はよ、お

【2】: Vなさる（命令文以外） 【2】: Vなさる（命令文）

なさい」脱ぎそしてご褒美が欲しくなったら靴を
なさい」脱ぎみんな
なさい。脱ぎ　「着ているものを全部
なさいよ」脱ぎ「早くコートを
なさい」。脱ぎすると、陽明は言った、「ではパンツも
なさいよ」とかなんと脱ぎ　「ほら、あんた、これも

【3】: おNになる（命令文以外）

になり、遠くに蹴り上脱ぎ沓をお
になって」脱ぎ「お
になつて、貧しい民のぬぎで、ある寒いよる、おそれ多くも御衣をお

【3】: おNになる（命令文）



Ranking: 19 
 任せる 

情報利得:  0.001

Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文>Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文以外>Vなさる おNになる

おVなさる

<全体>

おNになる

Vなさる

おVなさる

おNになる

Vなさる
おVなさる

全体（割合） おNになる VなさるおVなさる

任せる: 28.57 % 60 % 11.43 %

全体: 44.44 % 45.17 % 10.39 %

全体（頻度） おNになる VなさるおVなさる

任せる: 10 21 4

全体: 6772 4923 1096

命令文 おNになる VなさるおVなさる

任せる: 0 21 4

全体: 1 4605 906

命令文以外 おNになる VなさるおVなさる

任せる: 10 0 0

全体: 6771 318 190

【1】: おVなさる（命令文以外） 【1】: おVなさる（命令文）

なさいませ。任せ　「透様、蕾様にお
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。まかせその神様にお
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

【2】: Vなさる（命令文以外） 【2】: Vなさる（命令文）

なさい、五％?その他まかせる、八％?とりあえず聞いてみる、五％?
なさい」まかせ　「わかってるわよ、
なさい、というに決ままかせ去事件など忘れてあとはネットフォースに
なさいと飽れ顔の月子任せ　入院中位は部下に
なっせ」まかせ　「よしッ、
なさい」任せ　「私に

【3】: おNになる（命令文以外）

になっておりました。任せオーナーと言いましても、すべて代行にお
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
になってしまう。任せ苦労しないから流通にお
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
になり、感動から追い任せて、衣・食・住のすべてが見えない人のお

【3】: おNになる（命令文）



Ranking: 20 
 見せる 

情報利得:  0

Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文>Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文以外>Vなさる おNになる

おVなさる

<全体>

おNになる

Vなさる

おVなさる

おNになる

Vなさる

おVなさる

全体（割合） おNになる VなさるおVなさる

見せる: 50 % 41.67 % 8.33 %

全体: 44.44 % 45.17 % 10.39 %

全体（頻度） おNになる VなさるおVなさる

見せる: 12 10 2

全体: 6772 4923 1096

命令文 おNになる VなさるおVなさる

見せる: 0 10 2

全体: 1 4605 906

命令文以外 おNになる VなさるおVなさる

見せる: 12 0 0

全体: 6771 318 190

【1】: おVなさる（命令文以外） 【1】: おVなさる（命令文）

なさいよ」見せ　ちょっと立ってお
なさい！」みせ　「お

【2】: Vなさる（命令文以外） 【2】: Vなさる（命令文）

なさい、こわもての坊見せ「さあ、
なさい、という時、「見せ時など、立ったまま前屈させて、おしりを
なさい」見せ　「忙しいから、早く
なさい。見せに大使館に行って、航空代表にこの手紙を
なさいと指導していま見せには、私は今の校則を守る態度をきちんと
なさい」と言われる方見せい」「本当に神がいるのなら、その証拠を

【3】: おNになる（命令文以外）

になるほどのお元気さ見せなり、ご病気以来初めて国民の前に姿をお
になられました?もっ見せ今あなたはその意欲をお
になりましたわね。見せり遂げてくれないものかと、材料だけをお
になったんですから、見せりなんです、奥様は今日あれほど誠意をお
になってはいかがでし診せ一度、歯医者さんにお
になった？」見せいし、フロントの係員に、この似顔絵をお

【3】: おNになる（命令文）



Ranking: 21 
 座る 

情報利得:  0.002

Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文>Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文以外>Vなさる おNになる

おVなさる

<全体>

おNになる

Vなさる

おVなさる

おNになる

Vなさる

おVなさる

全体（割合） おNになる VなさるおVなさる

座る: 28.26 % 45.65 % 26.09 %

全体: 44.44 % 45.17 % 10.39 %

全体（頻度） おNになる VなさるおVなさる

座る: 13 21 12

全体: 6772 4923 1096

命令文 おNになる VなさるおVなさる

座る: 0 21 12

全体: 1 4605 906

命令文以外 おNになる VなさるおVなさる

座る: 13 0 0

全体: 6771 318 190

【1】: おVなさる（命令文以外） 【1】: おVなさる（命令文）

なさい」座り　「お
なさい」座り「リシャール、お
なされ。坐りでは、皆の者、ここへ整然とお
なさい。坐り「お
なさいな」座んそんな所に突っ立ってないで、ここにお
なされ。坐り法住どの、心配ないからお

【2】: Vなさる（命令文以外） 【2】: Vなさる（命令文）

なさい」すわりそう、
なさい」座り　「ここに
なさい」座り　「克哉、ちょっとここへ
なさい」座り　「梶原、
なさい」座りふたりともそこに
なさい」スネイプがピ座り　「

【3】: おNになる（命令文以外）

になってください」座りお
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
にならないの…。座りで、お
になってください、ハ座りお
になる「玉座」がある座り参議院で執り行なわれるし、天皇陛下がお

【3】: おNになる（命令文）



Ranking: 22 
 泊まる 

情報利得:  0.004

Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文>Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文以外>Vなさる おNになる

おVなさる

<全体>

おNになる

Vなさる

おVなさる

おNになる

Vなさる

おVなさる

全体（割合） おNになる VなさるおVなさる

泊まる: 76.19 % 14.29 % 9.52 %

全体: 44.44 % 45.17 % 10.39 %

全体（頻度） おNになる VなさるおVなさる

泊まる: 16 3 2

全体: 6772 4923 1096

命令文 おNになる VなさるおVなさる

泊まる: 0 3 2

全体: 1 4605 906

命令文以外 おNになる VなさるおVなさる

泊まる: 16 0 0

全体: 6771 318 190

【1】: おVなさる（命令文以外） 【1】: おVなさる（命令文）

なさい」泊まり「それなら、今夜はここにお
なさい。泊り　（お

【2】: Vなさる（命令文以外） 【2】: Vなさる（命令文）

なさい。泊んいが、すぐ帰っちゃ危いから、今晩ここへ
なさいといって、何日泊まりそれで漢方医はそれならわが家に
なさい、と言った。泊まりンはセシルとパーンに今夜はわたしの家に

【3】: おNになる（命令文以外）

になるお心はなかった泊まりお
になっているのは、シ泊まり　フロント「お客様がお
になることなどはなか泊まりお
になるんですって？」泊まり今夜、ここにお
になった時だと記憶し泊まり　「最初にお
になる予定だったらし泊まりン・ヘラートという人が、おたくに昨夜お

【3】: おNになる（命令文）



Ranking: 23 
 着く 

情報利得:  0.008

Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文>Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文以外>Vなさる おNになる

おVなさる

<全体>

おNになる

Vなさる

おVなさる

おNになる

Vなさる

おVなさる

全体（割合） おNになる VなさるおVなさる

着く: 90.91 % 4.55 % 4.55 %

全体: 44.44 % 45.17 % 10.39 %

全体（頻度） おNになる VなさるおVなさる

着く: 20 1 1

全体: 6772 4923 1096

命令文 おNになる VなさるおVなさる

着く: 0 1 1

全体: 1 4605 906

命令文以外 おNになる VなさるおVなさる

着く: 20 0 0

全体: 6771 318 190

【1】: おVなさる（命令文以外） 【1】: おVなさる（命令文）

なされまするので、連着き遠からず肥後から加藤忠広さまがお

【2】: Vなさる（命令文以外） 【2】: Vなさる（命令文）

なさい」とか叱責から着きから「早く教室に入りなさい」とか「席に

【3】: おNになる（命令文以外）

になって、お輿をとど着き　かくて大原野にお
になりました」着き　「社長のお嬢さまの車がお
になると、使者が参り着きて、正月の御挨拶にと…間もなく府中にお
になり、再び絵を拝見着き　お兄様が間もなくお
になってからようやく着きたし、御城内では大奥にある宮様御殿にお
になっているようです着き既に、待ち合わせのお方はホテルにお

【3】: おNになる（命令文）



Ranking: 24 
 越す 

情報利得:  0.011

Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文>Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文以外>Vなさる おNになる

おVなさる

<全体>

おNになる

Vなさる

おVなさる

おNになる

VなさるおVなさる

全体（割合） おNになる VなさるおVなさる

越す: 96.77 % 0 % 3.23 %

全体: 44.44 % 45.17 % 10.39 %

全体（頻度） おNになる VなさるおVなさる

越す: 30 0 1

全体: 6772 4923 1096

命令文 おNになる VなさるおVなさる

越す: 0 0 1

全体: 1 4605 906

命令文以外 おNになる VなさるおVなさる

越す: 30 0 0

全体: 6771 318 190

【1】: おVなさる（命令文以外） 【1】: おVなさる（命令文）

なされ。」越し御機嫌好うお

【2】: Vなさる（命令文以外） 【2】: Vなさる（命令文）

【3】: おNになる（命令文以外）

になった甲斐もなく、越しせっかくお
になれば、わしの思い越しそれに、間もなく信忠様がお
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
になったことは事実で越したときに、同じくミラー・ＡＭＩ会長がお
になったとか？」越し聞くところによると、遠くからお
になった方は、ぜひ図越しまた、新しくつくばみらい市にお

【3】: おNになる（命令文）



Ranking: 25 
 世話 

情報利得:  0.012

Vなさる おNになる

おVなさる

No Data

<命令文>Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文以外>Vなさる おNになる

おVなさる

<全体>

おNになる

Vなさる

おVなさる

おNになる VなさるおVなさる

全体（割合） おNになる VなさるおVなさる

世話: 99.96 % 0 % 0.04 %

全体: 44.44 % 45.17 % 10.39 %

全体（頻度） おNになる VなさるおVなさる

世話: 2226 0 1

全体: 6772 4923 1096

命令文 おNになる VなさるおVなさる

世話: 0 0 0

全体: 1 4605 906

命令文以外 おNになる VなさるおVなさる

世話: 2226 0 1

全体: 6771 318 190

【1】: おV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】: おVなさる（命令文）

【2】: Vなさる（命令文以外） 【2】: Vなさる（命令文）

【3】: おNになる（命令文以外）

になっている事のお礼世話すし、行くなら皆でお食事したり、日頃お
になります世話いつも　お
になったりする時、犬世話ちですが、実際、入院したり、ホテルでお
になる宿の名が書いて世話と、しもた屋風の家のガラス戸に、今晩お
になったね。世話　「おまえにはほんとうにお
になりました。世話　「お

【3】: おNになる（命令文）



Ranking: 26 
 亡くなる 

情報利得:  0.012

Vなさる おNになる

おVなさる

No Data

<命令文>Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文以外>Vなさる おNになる

おVなさる

<全体>

おNになる

Vなさる

おVなさる

おNになる VなさるおVなさる

全体（割合） おNになる VなさるおVなさる

亡くなる: 99.39 % 0.61 % 0 %

全体: 44.44 % 45.17 % 10.39 %

全体（頻度） おNになる VなさるおVなさる

亡くなる: 162 1 0

全体: 6772 4923 1096

命令文 おNになる VなさるおVなさる

亡くなる: 0 0 0

全体: 1 4605 906

命令文以外 おNになる VなさるおVなさる

亡くなる: 162 1 0

全体: 6771 318 190

【1】: おVなさる（命令文以外） 【1】: おVなさる（命令文）

【2】: Vなさる（命令文以外）

なさったかいの」歿り　「なんで

【2】: Vなさる（命令文）

【3】: おNになる（命令文以外）

になった釈宗演様とい亡くなりここに、大正八年にお
になりました。亡くなりところが、志半ばにしてお
になりました」亡くなり「お
になりました、ご婦人亡くなりお
になりましたけれども亡くなりアクセスでございますけれども、その後お
になったわけではない亡くなりしたくない・・というのであれば、突然お

【3】: おNになる（命令文）



Ranking: 27 
 分かる 

情報利得:  0.011

Vなさる おNになる

おVなさる

No Data

<命令文>Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文以外>Vなさる おNになる

おVなさる

<全体>

おNになる

Vなさる

おVなさる

おNになる VなさるおVなさる

全体（割合） おNになる VなさるおVなさる

分かる: 99.2 % 0.4 % 0.4 %

全体: 44.44 % 45.17 % 10.39 %

全体（頻度） おNになる VなさるおVなさる

分かる: 247 1 1

全体: 6772 4923 1096

命令文 おNになる VなさるおVなさる

分かる: 0 0 0

全体: 1 4605 906

命令文以外 おNになる VなさるおVなさる

分かる: 247 1 1

全体: 6771 318 190

【1】: おV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】: おVなさる（命令文）

【2】: Vなさる（命令文以外）

なさるように、うちの判り　「

【2】: Vなさる（命令文）

【3】: おNになる（命令文以外）

になりますように、厚わかり今までの議論でお
になりますか？」わかりこれで意味がお
にならんでしょうね?わかりお
になるだろう。わかり、情報の活用は全然進んでいないことがお
になる方是非教えてくわかりお
になってらっしゃいま分かり　皆様、お肉のランクを本当にお

【3】: おNになる（命令文）



Ranking: 28 
 使う 

情報利得:  0.003

Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文>Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文以外>Vなさる おNになる

おVなさる

<全体>

おNになる

Vなさる

おVなさる

おNになる

Vなさる

おVなさる

全体（割合） おNになる VなさるおVなさる

使う: 74.24 % 21.97 % 3.79 %

全体: 44.44 % 45.17 % 10.39 %

全体（頻度） おNになる VなさるおVなさる

使う: 98 29 5

全体: 6772 4923 1096

命令文 おNになる VなさるおVなさる

使う: 0 29 4

全体: 1 4605 906

命令文以外 おNになる VなさるおVなさる

使う: 98 0 1

全体: 6771 318 190

【1】: おV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】: おVなさる（命令文）

なさい」使い何かにお
なさい」。使いくので、もしよかったらこのコテージをお
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」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

【2】: Vなさる（命令文以外） 【2】: Vなさる（命令文）

なさい。使いスケッチ等は、この問題用紙の下の余白を
なさいよ」使い「おじいさん、その紐を
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、そっちにもど使いのならすぐに首にしてかわりにパンピンを
なさい。つかい「かいてあるとおりに
なさいよ」使い自分より年上の人には特に敬語を

【3】: おNになる（命令文以外）

になる方々は、珍しい使い親王たちや上達部の中でも鷹をお
になる前にの項目にあ使いＣＤ‐ＲＯＭを入れてお
になってください。使い二階の広いお部屋が、空いていますからお
になる予定のものとし使い室なり倉庫なりあるいは車庫なりとしてお
になったことある方い使い水・防汚剤の「ラグコート」というのをお
になりますか？使い　養老先生は、コンピューターをお

【3】: おNになる（命令文）



Ranking: 29 
 遣る 

情報利得:  0

Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文>Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文以外>Vなさる おNになる

おVなさる

<全体>

おNになる

Vなさる

おVなさる

おNになる

Vなさる

おVなさる

全体（割合） おNになる VなさるおVなさる

遣る: 47.61 % 46.2 % 6.2 %

全体: 44.44 % 45.17 % 10.39 %

全体（頻度） おNになる VなさるおVなさる

遣る: 169 164 22

全体: 6772 4923 1096

命令文 おNになる VなさるおVなさる

遣る: 0 162 22

全体: 1 4605 906

命令文以外 おNになる VなさるおVなさる

遣る: 169 2 0

全体: 6771 318 190

【1】: おVなさる（命令文以外） 【1】: おVなさる（命令文）

なさいな。やり「さっさとお
なさい。やり納得するまでお
なさい。」やん　「五十錢お
なさい、やりあなたは彼に言ってお
なさいな、ベイトマンやり　「お
なさいませ。やり復讐させてお

【2】: V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】: Vなさる（命令文）

なさい。やりしっかり
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
なされ」やり　「甲斐の黒駒の晴れ姿を見せて
なさいよ。やり　「返して
なさいやりやる気を出すためには人の役に立つことを
なさい。やり「ちょっと小熊君、これ

【3】: おNになる（命令文以外）

になる気持ちがあるのやりすが、総理は本当に引き続き行政改革をお
にならない。やりいますから、そういうところはほとんどお
になるのが便宜だろうやりつとやつてきたように、徴税機関の方でお
になったらいかがですやりるとお思いでしたら、どうぞお二人ともお
になることですから、やりとでございまして、当然にこれは与党でお
になるんですか」やりその損失をご承知の上でお

【3】: おNになる（命令文）



Ranking: 30 
 止める 

情報利得:  0.002

Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文>Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文以外>Vなさる おNになる

おVなさる

<全体>

おNになる

Vなさる

おVなさる

おNになる

Vなさる
おVなさる

全体（割合） おNになる VなさるおVなさる

止める: 22.59 % 63.46 % 13.95 %

全体: 44.44 % 45.17 % 10.39 %

全体（頻度） おNになる VなさるおVなさる

止める: 68 191 42

全体: 6772 4923 1096

命令文 おNになる VなさるおVなさる

止める: 0 191 41

全体: 1 4605 906

命令文以外 おNになる VなさるおVなさる

止める: 68 0 1

全体: 6771 318 190

【1】: おV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】: おVなさる（命令文）

なさい。やめなたも、成績なんかにこだわるなんて、お
なさい。やめ　「もうクヨクヨ悩むのはお
なさい、頭を叩くのはやめ　お
なさい。止め　「互いに疑い合うのはお
なさい！」やめ　「ディードリット、お
なさい、ゾウリムシ」やめ　「お

【2】: Vなさる（命令文以外） 【2】: Vなさる（命令文）

なさい」の後に「先生やめそういった意味で「できないなら
なさいと母が言いますやめその予算ならカタログはしょぼいから
なさい！…』やめ　
なさい！」やめ　
なさい。辞めされるのなら、そんな職場は将来無いから
なさいという。止めを訴えているエレインに僧も見かねてもう

【3】: おNになる（命令文以外）

になります。やめ小川先生は、今日で、学校をお
になってから、明宝醸辞め　「副社長がお
になった方がその後監やめ検察庁をお
になりましたか？辞めお
になるという、これはやめのは、大半の人々がやはり結婚、出産でお
になったりすることは止めがることは何ひとつ、お叱りになったりお

【3】: おNになる（命令文）



Ranking: 31 
 書く 

情報利得:  0.001

Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文>Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文以外>Vなさる おNになる

おVなさる

<全体>

おNになる

Vなさる

おVなさる

おNになる

Vなさる

おVなさる

全体（割合） おNになる VなさるおVなさる

書く: 52.16 % 47.06 % 0.78 %

全体: 44.44 % 45.17 % 10.39 %

全体（頻度） おNになる VなさるおVなさる

書く: 133 120 2

全体: 6772 4923 1096

命令文 おNになる VなさるおVなさる

書く: 0 118 2

全体: 1 4605 906

命令文以外 おNになる VなさるおVなさる

書く: 133 2 0

全体: 6771 318 190

【1】: おVなさる（命令文以外） 【1】: おV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】: V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】: Vなさる（命令文）

なさい。書きノートに
なさい。書き」というふうに，一文にまとめてノートに
なさい。書きア　話者と作者の違いを
なさい。書きイ　学習したことを、ノートに
なさい。書きとあっていればＴ，違っていればＦを内に
なさい。書きうでない書き方をしている文を、ノートに

【3】: おNになる（命令文以外）

になったのが、去年、書き　初期にお
になっていたとき、「書き『針の眼』をお
になった言葉そのまま書きしいことではなかったけれど、辻さんがお
になった英雄、傑物の書き「司馬さんがお
になれば、筆名ながら書き　「けど薄田さま、良い物語をお
になって。書き　毎日、よくあれだけ長くお

【3】: おNになる（命令文）



Ranking: 32 
 決める 

情報利得:  0.004

Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文>Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文以外>Vなさる おNになる

おVなさる

<全体>

おNになる

Vなさる

おVなさる

おNになる

Vなさる

おVなさる

全体（割合） おNになる VなさるおVなさる

決める: 78.67 % 20 % 1.33 %

全体: 44.44 % 45.17 % 10.39 %

全体（頻度） おNになる VなさるおVなさる

決める: 59 15 1

全体: 6772 4923 1096

命令文 おNになる VなさるおVなさる

決める: 0 15 0

全体: 1 4605 906

命令文以外 おNになる VなさるおVなさる

決める: 59 0 1

全体: 6771 318 190

【1】: おV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】: おVなさる（命令文）

【2】: Vなさる（命令文以外） 【2】: Vなさる（命令文）

なさい！（笑）決め覚悟を
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、と最近では親決め　もう、大きいんだからね、自分で
なさいと、こう書いて決め判断ができたらば首都を移転をすることを
なさい?これが第三段決め３さらに、どこへ登るか目標も自分で
なさい、とね。決め、人間と寝たいのか、そんなことは自分で

【3】: おNになる（命令文以外）

になることではござい決め、その基準といたしまして、放送大学がお
になることだろうと、決め参考人等のことについては委員会がお
になりました、その緊決めすが、けさほど経済閣僚会議でいろいろお
になっていただくこと決め審議の問題につきましては議会でお
になったときに、農業決めただきたいのですが、例の消費税五％とお
になってもいいと思い決めそれぞれの利点や使い方を質問なさってお

【3】: おNになる（命令文）



Ranking: 33 
 与える 

情報利得:  0.003

Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文>Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文以外>Vなさる おNになる

おVなさる

<全体>

おNになる

Vなさる

おVなさる

おNになる

Vなさる

おVなさる

全体（割合） おNになる VなさるおVなさる

与える: 72.97 % 24.32 % 2.7 %

全体: 44.44 % 45.17 % 10.39 %

全体（頻度） おNになる VなさるおVなさる

与える: 27 9 1

全体: 6772 4923 1096

命令文 おNになる VなさるおVなさる

与える: 0 8 1

全体: 1 4605 906

命令文以外 おNになる VなさるおVなさる

与える: 27 1 0

全体: 6771 318 190

【1】: おVなさる（命令文以外） 【1】: おV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】: V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】: Vなさる（命令文）

なさい」（マタイ十ノ与え「ただで受けたのだから、ただで
なさい与え花婿には夕食を
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「ヨーグルトを１日３回百ｇずつ
なさいというように、与えは前期食、７～８ヵ月になったら中期食を
なさい。与え愛を

【3】: おNになる（命令文以外）

になった。与えったものとして、交わりのために自分をお
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
になります。与ええ、おのおのの種にそれぞれのからだをお
になる神に願いなさい与えれにでも惜しげなく、とがめることなくお
になったみたいね。与え「おばあさま、あなたにずいぶん影響をお
になったのはあなたで与え（「このパンを私たちにお

【3】: おNになる（命令文）



Ranking: 34 
 忘れる 

情報利得:  0.001

Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文>Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文以外>Vなさる おNになる

おVなさる

<全体>

おNになる

Vなさる

おVなさる

おNになる

Vなさる

おVなさる

全体（割合） おNになる VなさるおVなさる

忘れる: 58.97 % 38.46 % 2.56 %

全体: 44.44 % 45.17 % 10.39 %

全体（頻度） おNになる VなさるおVなさる

忘れる: 23 15 1

全体: 6772 4923 1096

命令文 おNになる VなさるおVなさる

忘れる: 0 14 1

全体: 1 4605 906

命令文以外 おNになる VなさるおVなさる

忘れる: 23 1 0

全体: 6771 318 190

【1】: おVなさる（命令文以外） 【1】: おVなさる（命令文）

なされ。忘れ　当家のことは一切お

【2】: Vなさる（命令文以外）

なさんな～マスヤ味噌忘れ「母さん

【2】: Vなさる（命令文）

なさいよ。忘れ「資格のことは
なさいって」忘れ　「…
なさい。忘れ
なさい。忘れそんな誠意のない人の事は、
なさい。忘れどんどん
なさい。忘れ　?忘れてもいいのよ、

【3】: おNになる（命令文以外）

になって笠置におわす忘れと合掌し給うと、一身の危難をお
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
になってくださいませ忘れ（…）さっき申しあげたことは、どうかお
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
にならないよう、おね忘れ　「私の忠告をお
になったんですの」と忘れい」と尋ねる父に、「まああなた、もうお

【3】: おNになる（命令文）



Ranking: 35 
 上がる 

情報利得:  0.007

Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文>Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文以外>Vなさる おNになる

おVなさる

<全体>

おNになる

Vなさる

おVなさる

おNになる

Vなさる

おVなさる

全体（割合） おNになる VなさるおVなさる

上がる: 31.91 % 21.28 % 46.81 %

全体: 44.44 % 45.17 % 10.39 %

全体（頻度） おNになる VなさるおVなさる

上がる: 15 10 22

全体: 6772 4923 1096

命令文 おNになる VなさるおVなさる

上がる: 0 9 22

全体: 1 4605 906

命令文以外 おNになる VなさるおVなさる

上がる: 15 1 0

全体: 6771 318 190

【1】: おVなさる（命令文以外） 【1】: おVなさる（命令文）

なさい。あがり「みんなは、若いんだから、どんどん、お
なさい！上がり　「さあ、お
なさい」あがり　「遠慮しないで、お
なさい」といってドアあがり　父がようやく、「まあ、お
なさい。」あがりさあ、さあ、も少しお
なさい！」上がり　「さあ、これをお

【2】: V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】: Vなさる（命令文）

なさい、香津美」上がりさ、
なさい」あがんほら、早く
なさい」あがり　「
なさい」上がり
なさい。あがり　「
なさい」彼がきびきび上がり　「もう

【3】: おNになる（命令文以外）

になってください」上がり　あ、番頭さんですか、まあ、どうぞお
になってくださいませあがりさあ、薬湯をお
にならず、その夜の月上がりしのないまま、久しく清涼殿の御局にもお
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
になりますよ」と、物上がり　「この後は、尼宮様がお
にならない？」あがり　お

【3】: おNになる（命令文）



Ranking: 36 
 出る 

情報利得:  0.002

Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文>Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文以外>Vなさる おNになる

おVなさる

<全体>

おNになる

Vなさる

おVなさる

おNになる

Vなさる

おVなさる

全体（割合） おNになる VなさるおVなさる

出る: 66.67 % 31.75 % 1.59 %

全体: 44.44 % 45.17 % 10.39 %

全体（頻度） おNになる VなさるおVなさる

出る: 42 20 1

全体: 6772 4923 1096

命令文 おNになる VなさるおVなさる

出る: 0 17 1

全体: 1 4605 906

命令文以外 おNになる VなさるおVなさる

出る: 42 3 0

全体: 6771 318 190

【1】: おVなさる（命令文以外） 【1】: おV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】: V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
なはったんですか」出　「井関さんはどうして組合に
なすったんだから」出なにしろ中学を一番で

【2】: Vなさる（命令文）

なさい。出ようにも見えないので、せめて講義くらい
なさい」と言われて頭出まの前に出るときは、鏡の前に立ってから
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」出　「ジュン、いつものを持って庭に
なさい」出ジュンギ、電話にはちょっと
なさい、といって連れ出する嗣人君を、今日の集まりにだけはぜひ

【3】: おNになる（命令文以外）

になった事はない。出今までも階段までお
になる」出　「いま、日本でいちばん偉いお方がお
にならないと駄目です出　「老仏爺、もうお
になるし、また国内の出て、どんどんこういう国際会議の場にもお
になりますね？」出先生方は東京の葬儀にはお
になるんだそうですよ出ついての座談会に七百一号室のお客様がお

【3】: おNになる（命令文）



Ranking: 37 
 飲む 

情報利得:  0.001

Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文>Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文以外>Vなさる おNになる

おVなさる

<全体>

おNになる

Vなさる

おVなさる

おNになる

Vなさる おVなさる

全体（割合） おNになる VなさるおVなさる

飲む: 31.43 % 51.43 % 17.14 %

全体: 44.44 % 45.17 % 10.39 %

全体（頻度） おNになる VなさるおVなさる

飲む: 22 36 12

全体: 6772 4923 1096

命令文 おNになる VなさるおVなさる

飲む: 0 34 12

全体: 1 4605 906

命令文以外 おNになる VなさるおVなさる

飲む: 22 2 0

全体: 6771 318 190

【1】: おVなさる（命令文以外） 【1】: おVなさる（命令文）

なさい」服み?その薬を二人でお
なさい。飲みそれからお座りになって、お
なさい。飲みワインを温めて四分の一リットルほどお
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」飲み「お

【2】: Vなさる（命令文以外）

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
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

【2】: Vなさる（命令文）

なさいって、ビタミン飲みいるでしょう、健康のために少しワインを
なさい。嚥み六時間毎に二錠
なさい。飲み「このさかずきから
なさいよ。飲み　「少しお腹に入れてから
なさい。飲みいる人はだれでも、わたしのところに来て
なさい」飲み　「飲め、美女よ、

【3】: おNになる（命令文以外）

になる？飲み何かお
になりますか？」飲み　「お待ちになる間、何かお
になりますか）飲み（何かお
になりますか？」飲み　「何かお
になっていたのは」飲みりになった奥様だけでしたわね、紅茶をお
になる。飲みやはり高い所得の人が高いお酒を買ってお

【3】: おNになる（命令文）



Ranking: 38 
 立てる 

情報利得:  0.002

Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文>Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文以外>Vなさる おNになる

おVなさる

<全体>

おNになる

Vなさる

おVなさる

おNになる

Vなさる

おVなさる

全体（割合） おNになる VなさるおVなさる

立てる: 72 % 24 % 4 %

全体: 44.44 % 45.17 % 10.39 %

全体（頻度） おNになる VなさるおVなさる

立てる: 18 6 1

全体: 6772 4923 1096

命令文 おNになる VなさるおVなさる

立てる: 0 4 1

全体: 1 4605 906

命令文以外 おNになる VなさるおVなさる

立てる: 18 2 0

全体: 6771 318 190

【1】: おVなさる（命令文以外） 【1】: おVなさる（命令文）

なされなば、国中諸侍立て岩殿山にて、御旗をお

【2】: Vなさる（命令文以外）

なさると、その家が売たて堤さんは建売住宅を
なすったのが、大正十建てで焼けた店の跡を買って、お内証が福寿を

【2】: Vなさる（命令文）

なさいとか，そういう立てあったりとか，女の子ができたら男の人を
なさい、こういう意味立てように学校がそういう教育活動をきちっと
なさいと神勅されてい建てこれで豊葦原の国を開拓して・・暮らしを
なさいよ」というと、建て私が「株をやって家を

【3】: おNになる（命令文以外）

になって、推進機関も立てましても、ここまで五カ年の予知計画をお
になっているようだけ立てめとして地震の予知対策というのも随分お
になった金の像を拝む建てたしたちは王様の神々に仕えることも、お
になっておりますが、立て十六年に向けて第五次の治山事業計画をお
になりましたスキーム立てその結果、日本銀行等がお
になり、そして既にそ立てがお約束をした年金によって生涯設計をお

【3】: おNになる（命令文）



Ranking: 39 
 成る 

情報利得:  0.001

Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文>Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文以外>Vなさる おNになる

おVなさる

<全体>

おNになる

Vなさる

おVなさる

おNになる

Vなさる

おVなさる

全体（割合） おNになる VなさるおVなさる

成る: 37.38 % 57.01 % 5.61 %

全体: 44.44 % 45.17 % 10.39 %

全体（頻度） おNになる VなさるおVなさる

成る: 40 61 6

全体: 6772 4923 1096

命令文 おNになる VなさるおVなさる

成る: 0 55 6

全体: 1 4605 906

命令文以外 おNになる VなさるおVなさる

成る: 40 6 0

全体: 6771 318 190

【1】: おVなさる（命令文以外） 【1】: おVなさる（命令文）

なさい」という、「縦なりだから楽になることを「横にお
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。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

【2】: Vなさる（命令文以外）

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

【2】: Vなさる（命令文）

なさいよ。なり　「ま、早く元気に
なさい」なりた完全なことであるかをわきまえるように
なさい」なりだから、いま、すぐ裸に
なさい。」なり状を書いてあげるから、スチュワーデスに
なさい。なりた完全なことであるかをわきまえるように
なさい」なりそのまま撤退まで味方の盾と

【3】: おNになる（命令文以外）

になるおつもりでしょなりをこしらえて、今度は基経さまが摂政にお
になるというために話なり正しく考えて正しく選ぶ、そういう人にお
になって、じっとしてなりまたおあにいさまのことがおいたわしくお
になったのね」なり　「有名にお
になって。なり浦田正夫さんなどすっかりえらくお
になったのを見て、死なり私の生あるうちに、あなたが聖人にお

【3】: おNになる（命令文）



Ranking: 40 
 食べる 

情報利得:  0.006

Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文>Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文以外>Vなさる おNになる

おVなさる

<全体>

おNになる

Vなさる

おVなさる

おNになる

Vなさる おVなさる

全体（割合） おNになる VなさるおVなさる

食べる: 9.57 % 86.17 % 4.26 %

全体: 44.44 % 45.17 % 10.39 %

全体（頻度） おNになる VなさるおVなさる

食べる: 9 81 4

全体: 6772 4923 1096

命令文 おNになる VなさるおVなさる

食べる: 0 79 4

全体: 1 4605 906

命令文以外 おNになる VなさるおVなさる

食べる: 9 2 0

全体: 6771 318 190

【1】: おVなさる（命令文以外） 【1】: おVなさる（命令文）

なさいよ。食べお
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
なさいよ。食べどんどんお
なさいよ。食べ　「どんなって…、さあお

【2】: V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】: Vなさる（命令文）

なさい」穂先をわたし食べ　「ほれ、
なさいと言われました食べってしまったみたいで、消化のいいものを
なさい。食べ＊陽のなかで働き、陰で
なさい！！！食べり合えず、置いといてまず１番にカステラ
なさい」という声がし食べすると、「ペトロよ、身を起こし、屠って
なさいって」たべおばあちゃんと　いっしょに

【3】: おN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
になりましたよね。たべお
になりますか？」食べ　「?普通にお
になるから、だいじに食べ　お前は、女王様がお

【3】: おNになる（命令文）



Ranking: 41 
 置く 

情報利得:  0.009

Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文>Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文以外>Vなさる おNになる

おVなさる

<全体>

おNになる

Vなさる

おVなさる

おNになる
Vなさる おVなさる

全体（割合） おNになる VなさるおVなさる

置く: 3.42 % 95.21 % 1.37 %

全体: 44.44 % 45.17 % 10.39 %

全体（頻度） おNになる VなさるおVなさる

置く: 5 139 2

全体: 6772 4923 1096

命令文 おNになる VなさるおVなさる

置く: 0 137 2

全体: 1 4605 906

命令文以外 おNになる VなさるおVなさる

置く: 5 2 0

全体: 6771 318 190

【1】: おVなさる（命令文以外） 【1】: おVなさる（命令文）

なさいまし。）おきそうしてお
なさいよ。おきヤペテ　放ってお

【2】: Vなさる（命令文以外）

なさるさ。」おきませんから、あんたも、とっくり、考えて
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

【2】: Vなさる（命令文）

なさい」置きビル、あなたも銃に安全装置をかけて下に
なさい」おき諸葛亮「ふふふ、任せて
なさい。おきよーく、おばあちゃまを見て
なさい。おき今良い子で将来泣くよりは、今泣かされて
なさい。おき島に国を売り渡した恥ずべき年」と覚えて
なさいとか無視しなさおきが取り合ってくれないのではなく、放って

【3】: おNになる（命令文以外）

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】: おNになる（命令文）



Ranking: 42 
 行く 

情報利得:  0.009

Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文>Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文以外>Vなさる おNになる

おVなさる

<全体>

おNになる

Vなさる

おVなさる

おNになるVなさる おVなさる

全体（割合） おNになる VなさるおVなさる

行く: 2.67 % 94.66 % 2.67 %

全体: 44.44 % 45.17 % 10.39 %

全体（頻度） おNになる VなさるおVなさる

行く: 7 248 7

全体: 6772 4923 1096

命令文 おNになる VなさるおVなさる

行く: 0 233 7

全体: 1 4605 906

命令文以外 おNになる VなさるおVなさる

行く: 7 15 0

全体: 6771 318 190

【1】: おVなさる（命令文以外） 【1】: おVなさる（命令文）

なさい。行き　「さあ、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
なされ」行き源太夫どのと一緒にお
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。行き　「これを持ってお
なさい〉行き好きなところへお

【2】: Vなさる（命令文以外）

んさるかね？行き　「どこに
なさったのだろう大叔行き　（どこへ
なさってからも、ずっ行き旦那さまは、寛子嬢ちゃんのことはお嫁に
なさるがええ。行きおまえさん遠慮なしに
なさるでしょう。行きこいつもトリップして、天国へ
なすったことのような行き旦那が仕残して

【2】: Vなさる（命令文）

なさい！！！行き迷わず
なさい、絶対だよ、絶いき「これを好きな女におみやげに買って
なさい。行きあとのことは心配せずに
なさいよ・・。いきと見えてきたら　ご自分のために　いきて
なさい、血液がさらさ行きら、郷里から送ってきたタマネギを持って
なさい』という指示を行きで片山総理の署名を貰い、自身でＧＨＱに

【3】: おNになる（命令文以外）

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
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
になりませんか？」行き　「ご自分ではお
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

【3】: おNになる（命令文）



Ranking: 43 
 為る 

情報利得:  0.012

Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文>Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文以外>Vなさる おNになる

おVなさる

<全体>

おNになる

Vなさる

おVなさる

おNになるVなさる おVなさる

全体（割合） おNになる VなさるおVなさる

為る: 0 % 100 % 0 %

全体: 44.44 % 45.17 % 10.39 %

全体（頻度） おNになる VなさるおVなさる

為る: 0 1258 0

全体: 6772 4923 1096

命令文 おNになる VなさるおVなさる

為る: 0 1217 0

全体: 1 4605 906

命令文以外 おNになる VなさるおVなさる

為る: 0 41 0

全体: 6771 318 190

【1】: おVなさる（命令文以外） 【1】: おVなさる（命令文）

【2】: Vなさる（命令文以外）

なさんな。し　「はは、そんな怖い顔を
なさんな。し「心配
なすったんですか。し　駅長さんがどうか
なはるか」しこのあたりでおしまいに
なさるのん祈ってるよしがたの恋愛に同情してゝ、一日も早う結婚
なさんなよ、武史ちゃし　「気に

【2】: Vなさる（命令文）

なさいと一般市民に呼しの中で、「消費者ニュース」を通して注意
なさいっ」し　「いいかげんに
なさいといわれることしそれらはぜいたく品だから，それらを売却
なさいや』し、時と場合によります、洒落もいい加減に
なさい。し国内銀行（二千）の合計を求めた表を作成
なさいということになし与えられた権限というのは、警職法を準用

【3】: おNになる（命令文以外） 【3】: おNになる（命令文）



Ranking: 44 
 見る 

情報利得:  0.012

Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文>Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文以外>Vなさる おNになる

おVなさる

<全体>

おNになる

Vなさる

おVなさる

おNになるVなさる おVなさる

全体（割合） おNになる VなさるおVなさる

見る: 0 % 100 % 0 %

全体: 44.44 % 45.17 % 10.39 %

全体（頻度） おNになる VなさるおVなさる

見る: 0 247 0

全体: 6772 4923 1096

命令文 おNになる VなさるおVなさる

見る: 0 238 0

全体: 1 4605 906

命令文以外 おNになる VなさるおVなさる

見る: 0 9 0

全体: 6771 318 190

【1】: おVなさる（命令文以外） 【1】: おVなさる（命令文）

【2】: Vなさる（命令文以外）

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
なさるがいい。み　…貴方やって
なさるのでございもす見　「はれまあ、旦那さまは八卦も
なさらぬか」み　「京の高台寺へ行って
なさるなら、見ていた見　「八卦を
なすってわけさ。みたちの話を聞いて、あんたを恰好の獲物と

【2】: Vなさる（命令文）

なさい！」見あれを
なさい。み家に戻って、冷静に考えをまとめて
なさいな。見ほら、君もここに来て
なさい」とけなすのでみつづかずに帰ってきたときには、「ほら、
なさい。み現などを加えてパラグラフの形にまとめて
なさいよ、この耳」見

【3】: おNになる（命令文以外） 【3】: おNになる（命令文）



Ranking: 45 
 来る 

情報利得:  0.012

Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文>Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文以外>Vなさる おNになる

おVなさる

<全体>

おNになる

Vなさる

おVなさる

おNになるVなさる おVなさる

全体（割合） おNになる VなさるおVなさる

来る: 0 % 100 % 0 %

全体: 44.44 % 45.17 % 10.39 %

全体（頻度） おNになる VなさるおVなさる

来る: 0 277 0

全体: 6772 4923 1096

命令文 おNになる VなさるおVなさる

来る: 0 243 0

全体: 1 4605 906

命令文以外 おNになる VなさるおVなさる

来る: 0 34 0

全体: 6771 318 190

【1】: おVなさる（命令文以外） 【1】: おVなさる（命令文）

【2】: Vなさる（命令文以外）

なすった」来　「よく
なさる。」き何というものを持って
なさった。来「コウソク様が
なすったんだね」きそれで、保養かたがた、日本へ帰って
なさったのかね」き　「あれ、また帰って
なさって、わしが、座来「民警さんがわしのところに面会に

【2】: Vなさる（命令文）

なさい。来れに残った雪の白いところを入れて持って
なさい。」き　「自分のお金で、新しいの、買って
なさい。来、その書類を必ずわたしのところに持って
なさいよ。来ウチの会社、
なされ、他国のお方。来　ついて
なさい」と言われると来が、「行って、あなたの夫をここに呼んで

【3】: おNになる（命令文以外） 【3】: おNになる（命令文）



Ranking: 46 
 居る 

情報利得:  0.012

Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文>Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文以外>Vなさる おNになる

おVなさる

<全体>

おNになる

Vなさる

おVなさる

おNになるVなさる おVなさる

全体（割合） おNになる VなさるおVなさる

居る: 0 % 100 % 0 %

全体: 44.44 % 45.17 % 10.39 %

全体（頻度） おNになる VなさるおVなさる

居る: 0 166 0

全体: 6772 4923 1096

命令文 おNになる VなさるおVなさる

居る: 0 121 0

全体: 1 4605 906

命令文以外 おNになる VなさるおVなさる

居る: 0 45 0

全体: 6771 318 190

【1】: おVなさる（命令文以外） 【1】: おVなさる（命令文）

【2】: Vなさる（命令文以外）

なさるところを見るといほりものをして
なさるだろう。いったが、御当主も、わしのことはおぼえて
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
なさるの？」い　「どうして今日に限って、眼鏡をつけて
なさるのかとフキは思いまた有栖川宮さんの詠まれた歌でも写して

【2】: Vなさる（命令文）

なさい。い「あなた一人で
なさい。い寮の管理人が迎えに来るまでここで休んで
なさいよ、と言いたいいしないでそのまま思う存分窓の外を眺めて
なさいとのことでしたい高タンパクで安静にして
なさい」とくりかえすいあなたは自信をもって子供に「強く優れて
なさい。い　いつも神様の愛のうちに

【3】: おNになる（命令文以外） 【3】: おNになる（命令文）



Ranking: 47 
 付ける 

情報利得:  0.011

Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文>Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文以外>Vなさる おNになる

おVなさる

<全体>

おNになる

Vなさる

おVなさる

おNになるVなさる
おVなさる

全体（割合） おNになる VなさるおVなさる

付ける: 0 % 96.88 % 3.12 %

全体: 44.44 % 45.17 % 10.39 %

全体（頻度） おNになる VなさるおVなさる

付ける: 0 62 2

全体: 6772 4923 1096

命令文 おNになる VなさるおVなさる

付ける: 0 59 2

全体: 1 4605 906

命令文以外 おNになる VなさるおVなさる

付ける: 0 3 0

全体: 6771 318 190

【1】: おVなさる（命令文以外） 【1】: おVなさる（命令文）

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
なさい。つけ氣をお

【2】: V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
なすって」つけ　「短筒にお気を
なさいませや」つけ　「蘭さま、ものいいにはよう気を

【2】: Vなさる（命令文）

なさい。つけろにするという、傲慢な不細工男にも気を
なさいね」つけ今度から気を
なさい、雨で水かさがつけ　「気を
なさいと言っていたんつけ評議員の純一さんは投票の時は反対に○を
なさい」ということでつけことをやったか、正しいと思うものに丸を
なさいな。つけ早く、

【3】: おNになる（命令文以外） 【3】: おNになる（命令文）



Ranking: 48 
 寝る 

情報利得:  0.01

Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文>Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文以外>Vなさる おNになる

おVなさる

<全体>

おNになる

Vなさる

おVなさる

おNになる
Vなさる

おVなさる

全体（割合） おNになる VなさるおVなさる

寝る: 0 % 92.68 % 7.32 %

全体: 44.44 % 45.17 % 10.39 %

全体（頻度） おNになる VなさるおVなさる

寝る: 0 38 3

全体: 6772 4923 1096

命令文 おNになる VなさるおVなさる

寝る: 0 37 3

全体: 1 4605 906

命令文以外 おNになる VなさるおVなさる

寝る: 0 1 0

全体: 6771 318 190

【1】: おVなさる（命令文以外） 【1】: おV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】: V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】: Vなさる（命令文）

なさい」と親も言い続寝小学生のころは「夜の十時までには
なさい、いつもいつも寝起きなさい、いつまでも起きてないで早く
なさい」とウインクし寝に入るとき、彼は、「恋人のように抱いて
なさいって言ったら、寝早く
なさいと、父に、とて寝ただ、
なさい。寝　「足元の方で

【3】: おNになる（命令文以外） 【3】: おNになる（命令文）



Ranking: 49 
 乗る 

情報利得:  0.01

Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文>Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文以外>Vなさる おNになる

おVなさる

<全体>

おNになる

Vなさる

おVなさる

おNになる

Vなさる

おVなさる

全体（割合） おNになる VなさるおVなさる

乗る: 0 % 64 % 36 %

全体: 44.44 % 45.17 % 10.39 %

全体（頻度） おNになる VなさるおVなさる

乗る: 0 16 9

全体: 6772 4923 1096

命令文 おNになる VなさるおVなさる

乗る: 0 15 9

全体: 1 4605 906

命令文以外 おNになる VなさるおVなさる

乗る: 0 1 0

全体: 6771 318 190

【1】: おVなさる（命令文以外） 【1】: おVなさる（命令文）

なさいな」乗り　「家まで送っていくわ、お
なさい。乗り早々と６台目などと言わず、長くお
なさいな」乗り　「お
なさい。乗り「ひかり５号」に、欺されたと思って、お
なさい」と、わたしは乗り　「わしの専用車両にお
なさい。」のりぼくのうまにお

【2】: Vなさる（命令文以外）

なさるのかな。乗り　「馬車に

【2】: Vなさる（命令文）

なさいよ。乗り、いずれ関西大学へお呼びするという話に
なさい。」乗り
なさい」乗り　「はやく
なさい。乗り〈四月二十六日の「ひかり５号」に
なさい。乗り　「わたしの自転車に
なさい。乗り　「溥倫は皇上と一緒に

【3】: おNになる（命令文以外） 【3】: おNになる（命令文）



Ranking: 50 
 起きる 

情報利得:  0.012

Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文>Vなさる おNになる

おVなさる

No Data

<命令文以外>Vなさる おNになる

おVなさる

<全体>

おNになる

Vなさる

おVなさる

おNになるVなさる おVなさる

全体（割合） おNになる VなさるおVなさる

起きる: 0 % 100 % 0 %

全体: 44.44 % 45.17 % 10.39 %

全体（頻度） おNになる VなさるおVなさる

起きる: 0 24 0

全体: 6772 4923 1096

命令文 おNになる VなさるおVなさる

起きる: 0 24 0

全体: 1 4605 906

命令文以外 おNになる VなさるおVなさる

起きる: 0 0 0

全体: 6771 318 190

【1】: おVなさる（命令文以外） 【1】: おVなさる（命令文）

【2】: Vなさる（命令文以外） 【2】: Vなさる（命令文）

なさいね。起きでも、そろそろ
なさい』っていう母の起き『麻衣ちゃんは朝から働いているんだから
なさい！」起き　「亘、
なさいよ」と思わず言起き効果だと知らぬぼくは、「おばあちゃま、
なさい」と言うと、そ起きのですが、彼がその手をとって「少女よ、
なさい」等の注意の言起き親は当たり前になってて「

【3】: おNになる（命令文以外） 【3】: おNになる（命令文）



Ranking: 51 
 頑張る 

情報利得:  0.012

Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文>Vなさる おNになる

おVなさる

No Data

<命令文以外>Vなさる おNになる

おVなさる

<全体>

おNになる

Vなさる

おVなさる

おNになるVなさる おVなさる

全体（割合） おNになる VなさるおVなさる

頑張る: 0 % 100 % 0 %

全体: 44.44 % 45.17 % 10.39 %

全体（頻度） おNになる VなさるおVなさる

頑張る: 0 27 0

全体: 6772 4923 1096

命令文 おNになる VなさるおVなさる

頑張る: 0 27 0

全体: 1 4605 906

命令文以外 おNになる VなさるおVなさる

頑張る: 0 0 0

全体: 6771 318 190

【1】: おVなさる（命令文以外） 【1】: おVなさる（命令文）

【2】: Vなさる（命令文以外） 【2】: Vなさる（命令文）

なさい』がんばりしっかり
なはれ。頑張り
なさい、あんたたち」がんばん　「さあ、
なさいよ。がんばん「お兄ちゃん、
なさい、って。頑張りになって、世界の舞台で活躍できるように
なさいね。がんばり教室に戻って，もう少し

【3】: おNになる（命令文以外） 【3】: おNになる（命令文）



Ranking: 52 
 解く 

情報利得:  0.012

Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文>Vなさる おNになる

おVなさる

No Data

<命令文以外>Vなさる おNになる

おVなさる

<全体>

おNになる

Vなさる

おVなさる

おNになるVなさる おVなさる

全体（割合） おNになる VなさるおVなさる

解く: 0 % 100 % 0 %

全体: 44.44 % 45.17 % 10.39 %

全体（頻度） おNになる VなさるおVなさる

解く: 0 25 0

全体: 6772 4923 1096

命令文 おNになる VなさるおVなさる

解く: 0 25 0

全体: 1 4605 906

命令文以外 おNになる VなさるおVなさる

解く: 0 0 0

全体: 6771 318 190

【1】: おVなさる（命令文以外） 【1】: おVなさる（命令文）

【2】: Vなさる（命令文以外） 【2】: Vなさる（命令文）

なさい。解き１　次の方程式を
なさい。解き　次の方程式を
なさい。解き　次の方程式を
なさい。解き　次の方程式を
なさい。解き次の等式をｙについて
なさい」ジュジュがラ解き　「あなたも、援軍を

【3】: おNになる（命令文以外） 【3】: おNになる（命令文）



Ranking: 53 
 選ぶ 

情報利得:  0.012

Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文>Vなさる おNになる

おVなさる

No Data

<命令文以外>Vなさる おNになる

おVなさる

<全体>

おNになる

Vなさる

おVなさる

おNになるVなさる おVなさる

全体（割合） おNになる VなさるおVなさる

選ぶ: 0 % 100 % 0 %

全体: 44.44 % 45.17 % 10.39 %

全体（頻度） おNになる VなさるおVなさる

選ぶ: 0 28 0

全体: 6772 4923 1096

命令文 おNになる VなさるおVなさる

選ぶ: 0 28 0

全体: 1 4605 906

命令文以外 おNになる VなさるおVなさる

選ぶ: 0 0 0

全体: 6771 318 190

【1】: おVなさる（命令文以外） 【1】: おVなさる（命令文）

【2】: Vなさる（命令文以外） 【2】: Vなさる（命令文）

なさい。選び句ともっとも近いものを，ａ）～ｅ）から
なさい。選び句ともっとも近いものを，ａ）～ｅ）から
なさい選び味の漢字の組み合わせで出来た熟語を二つ
なさい。選びもしあなたが恐れているならば、勇気を
なさい。選びを階層化する利点として誤っているものを
なさい。選び人の話を聞いて条件にもっとも合う物件を

【3】: おNになる（命令文以外） 【3】: おNになる（命令文）



Ranking: 54 
 生きる 

情報利得:  0.01

Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文>Vなさる おNになる

おVなさる

No Data

<命令文以外>Vなさる おNになる

おVなさる

<全体>

おNになる

Vなさる

おVなさる

おNになる
Vなさる

おVなさる

全体（割合） おNになる VなさるおVなさる

生きる: 0 % 95.83 % 4.17 %

全体: 44.44 % 45.17 % 10.39 %

全体（頻度） おNになる VなさるおVなさる

生きる: 0 23 1

全体: 6772 4923 1096

命令文 おNになる VなさるおVなさる

生きる: 0 23 1

全体: 1 4605 906

命令文以外 おNになる VなさるおVなさる

生きる: 0 0 0

全体: 6771 318 190

【1】: おVなさる（命令文以外） 【1】: おVなさる（命令文）

なさいまし、新にお存生きお

【2】: Vなさる（命令文以外） 【2】: Vなさる（命令文）

なさい」とあの日に乳生きねえ、Ｒ美さん、私は「
なさい！！生きアンタは「家族愛」に
なさい、しこしこやり生き障害者はこういうふうに
なさい」生き「あなたはあなたの人生を精いっぱい
なさいよ。いき男の子なら、ど～んと
なさい。生き　「人生を愉快に

【3】: おNになる（命令文以外） 【3】: おNになる（命令文）



Ranking: 55 
 出掛ける 

情報利得:  0.008

Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文>Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文以外>Vなさる おNになる

おVなさる

<全体>

おNになる

Vなさる

おVなさる

おNになる

Vなさる
おVなさる

全体（割合） おNになる VなさるおVなさる

出掛ける: 92.31 % 3.85 % 3.85 %

全体: 44.44 % 45.17 % 10.39 %

全体（頻度） おNになる VなさるおVなさる

出掛ける: 72 3 3

全体: 6772 4923 1096

命令文 おNになる VなさるおVなさる

出掛ける: 0 2 2

全体: 1 4605 906

命令文以外 おNになる VなさるおVなさる

出掛ける: 72 1 1

全体: 6771 318 190

【1】: おV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】: おV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】: V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】: V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】: おNになる（命令文以外）

になりませんか。出かけ　美しく彩られた京北の春にお
になりました。出掛け　お葬式にお
になられて、車の場所出かけ早めにお
になるものですから・出かけこれで晴れて平日昼間は皆さんお
になるのだろうか。出かけな気がしていたが、こういうところへもお
になってから一時間後出かけ「お

【3】: おNになる（命令文）



Ranking: 56 
 聞く 

情報利得:  0.002

Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文>Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文以外>Vなさる おNになる

おVなさる

<全体>

おNになる

Vなさる

おVなさる

おNになる

Vなさる

おVなさる

全体（割合） おNになる VなさるおVなさる

聞く: 69.36 % 22.22 % 8.42 %

全体: 44.44 % 45.17 % 10.39 %

全体（頻度） おNになる VなさるおVなさる

聞く: 206 66 25

全体: 6772 4923 1096

命令文 おNになる VなさるおVなさる

聞く: 0 65 22

全体: 1 4605 906

命令文以外 おNになる VなさるおVなさる

聞く: 206 1 3

全体: 6771 318 190

【1】: おV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
なさるだらうから。聴き天は、きッと、こちとらの祈りをお
なさいましたか。聞き「郷右衛門様、お

【1】: おVなさる（命令文）

なさい。ききだが、お
なさい」聞きよぉくお
なさい。聞きよくお
なさい」聞き　「まあ、叱らずにお
なさい、シンデレラ」聞き　「まあ、お
なさい！」聞き「彼の周りのあのガーガーいう声をお

【2】: V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】: Vなさる（命令文）

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
なさいと、とらえたほ聞き、ノイズが気になるならＣＤプレーヤーで
なさいと言われていた聞き人の話は行儀よく
なさい。きき　「みな、よく
なさい。聞きそれをあなた方に話すから、冷静に
なさい！！」聞き「たまにはお姉ちゃんの言うこと

【3】: おNになる（命令文以外）

になったことがあるか聞きこの本の評判等につきましてお
になりまして、大臣か聞きただいま吉村議員が大震災に関してお
になるなら、普通のプ聴きもし２本お持ちで、ステレオとしてお
になっていただいたし聞き最後に建設大臣に、ずっと経過をお
になった。聞きりあけて、それからは前尾君の話をよくお
になったことがおあり聞き　「三界」ということばをお

【3】: おNになる（命令文）



Ranking: 57 
 指摘 

情報利得:  0.011

Vなさる おNになる

おVなさる

No Data

<命令文>Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文以外>Vなさる おNになる

おVなさる

<全体>

おNになる

Vなさる

おVなさる

おNになる
VなさるおVなさる

全体（割合） おNになる VなさるおVなさる

指摘: 97.51 % 0.75 % 1.74 %

全体: 44.44 % 45.17 % 10.39 %

全体（頻度） おNになる VなさるおVなさる

指摘: 392 3 7

全体: 6772 4923 1096

命令文 おNになる VなさるおVなさる

指摘: 0 0 0

全体: 1 4605 906

命令文以外 おNになる VなさるおVなさる

指摘: 392 3 7

全体: 6771 318 190

【1】: おVなさる（命令文以外）

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
なさいましたアニメの指摘ただいま先生が御
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
なさいましたように、指摘御

【1】: おVなさる（命令文）

【2】: Vなさる（命令文以外）

なさった。指摘であり、最高である「霊」の事態を端的に
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

【2】: Vなさる（命令文）

【3】: おNになる（命令文以外）

になりました問題につ指摘めて重要な時期に当たっておりまして、御
になりました国土の保指摘それから、いまも御
になりましたように、指摘先生御
になりましたように、指摘と同時に、先生御
になりましたように評指摘、協会の細則におきましては、ただいま御
になりましたが、私ど指摘につきましては、いま先生からいろいろ御

【3】: おNになる（命令文）



Ranking: 58 
 会う 

情報利得:  0.008

Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文>Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文以外>Vなさる おNになる

おVなさる

<全体>

おNになる

Vなさる

おVなさる

おNになる

Vなさる
おVなさる

全体（割合） おNになる VなさるおVなさる

会う: 91.92 % 5.05 % 3.03 %

全体: 44.44 % 45.17 % 10.39 %

全体（頻度） おNになる VなさるおVなさる

会う: 91 5 3

全体: 6772 4923 1096

命令文 おNになる VなさるおVなさる

会う: 0 4 1

全体: 1 4605 906

命令文以外 おNになる VなさるおVなさる

会う: 91 1 2

全体: 6771 318 190

【1】: おVなさる（命令文以外）

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
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

【1】: おV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】: V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】: Vなさる（命令文）

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
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

【3】: おNになる（命令文以外）

になったんですか。逢いやはり苦沙弥のところでお
になりたいとひたむき逢いの困難も並一通りではなく、どうしてもお
になったので、局長が会いそれから、副知事がお
になってるから、すご会い　いろいろな人とお
になりたいのでしたら会いお
になれません。会い今はまだその方とはお

【3】: おNになる（命令文）



Ranking: 59 
 認める 

情報利得:  0.005

Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文>Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文以外>Vなさる おNになる

おVなさる

<全体>

おNになる

Vなさる

おVなさる

おNになる

Vなさる

おVなさる

全体（割合） おNになる VなさるおVなさる

認める: 81.82 % 16.36 % 1.82 %

全体: 44.44 % 45.17 % 10.39 %

全体（頻度） おNになる VなさるおVなさる

認める: 45 9 1

全体: 6772 4923 1096

命令文 おNになる VなさるおVなさる

認める: 0 9 0

全体: 1 4605 906

命令文以外 おNになる VなさるおVなさる

認める: 45 0 1

全体: 6771 318 190

【1】: おV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】: おVなさる（命令文）

【2】: Vなさる（命令文以外） 【2】: V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
なさいね。認め昔みたいに浮気は男の甲斐性って
なさい認めなた自身が選び取ったものだということを
なさいよね！」認め「私はこういう人間なんだから
なさい」とおっしゃっ認めも「とことん話し合ってそれぞれの人格を
なさいよ」認め

【3】: おNになる（命令文以外）

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
になった。認めざいましたか、時偶会計の導入を任意にお
になったように、銀行認め審議の中で、宮澤大蔵大臣もお
になりますね」認め同行をお
になりますか。認めいうのは全く数少ない例だということはお
になったわけですから認めされたんだ、こういうことは官房長官もお

【3】: おNになる（命令文）



Ranking: 60 
 戻る 

情報利得:  0.001

Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文>Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文以外>Vなさる おNになる

おVなさる

<全体>

おNになる

Vなさる

おVなさる

おNになる

Vなさる

おVなさる

全体（割合） おNになる VなさるおVなさる

戻る: 57.69 % 39.74 % 2.56 %

全体: 44.44 % 45.17 % 10.39 %

全体（頻度） おNになる VなさるおVなさる

戻る: 45 31 2

全体: 6772 4923 1096

命令文 おNになる VなさるおVなさる

戻る: 0 31 1

全体: 1 4605 906

命令文以外 おNになる VなさるおVなさる

戻る: 45 0 1

全体: 6771 318 190

【1】: おV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】: おV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】: Vなさる（命令文以外） 【2】: Vなさる（命令文）

なさい、この怠け者』戻り枕に立って、こういったんだよ?『仕事に
なさい。戻りすぐ自分の部屋に
なさい！」戻り「すぐに中へ
なさい、天鳥」戻り　「部屋に
なさい。戻りさあ、皆さんベッドに
なさい。戻りすべての船は海岸へ

【3】: おNになる（命令文以外）

になれたんですもの。もどりやっつけて、手柄を上げて、こうして、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
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
になるというので、女戻り　姫君がお
にならないので、きょ戻りしばらく待ってもお

【3】: おNになる（命令文）



Ranking: 61 
 話 

情報利得:  0.011

Vなさる おNになる

おVなさる

No Data

<命令文>Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文以外>Vなさる おNになる

おVなさる

<全体>

おNになる

Vなさる

おVなさる

おNになる
VなさるおVなさる

全体（割合） おNになる VなさるおVなさる

話: 97.62 % 0 % 2.38 %

全体: 44.44 % 45.17 % 10.39 %

全体（頻度） おNになる VなさるおVなさる

話: 164 0 4

全体: 6772 4923 1096

命令文 おNになる VなさるおVなさる

話: 0 0 0

全体: 1 4605 906

命令文以外 おNになる VなさるおVなさる

話: 164 0 4

全体: 6771 318 190

【1】: おV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
なさった人々の一人を話　「それは今日、ドクターがお
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

【1】: おVなさる（命令文）

【2】: Vなさる（命令文以外） 【2】: Vなさる（命令文）

【3】: おNになる（命令文以外）

になりません。話実家に生活費を入れていないなら、お
にならないのが姫井由話　更にお
になっちゃって、私ど話れは別枠じゃないんだ、こういうようなお
になるのは、どういう話係の無いご自分の社会貢献・成功体験をお
にならないわ〉話　〈これではお
にならなかった話ぶりのＳＯＳ寝ぼけた返事が返ってきてお

【3】: おNになる（命令文）



Ranking: 62 
 尋ねる 

情報利得:  0.006

Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文>Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文以外>Vなさる おNになる

おVなさる

<全体>

おNになる

Vなさる

おVなさる

おNになる

Vなさる

おVなさる

全体（割合） おNになる VなさるおVなさる

尋ねる: 87.67 % 8.22 % 4.11 %

全体: 44.44 % 45.17 % 10.39 %

全体（頻度） おNになる VなさるおVなさる

尋ねる: 64 6 3

全体: 6772 4923 1096

命令文 おNになる VなさるおVなさる

尋ねる: 0 6 1

全体: 1 4605 906

命令文以外 おNになる VなさるおVなさる

尋ねる: 64 0 2

全体: 6771 318 190

【1】: おV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】: おV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】: Vなさる（命令文以外） 【2】: Vなさる（命令文）

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」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、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」尋ね愛を知りたければ、いつでもこのわたしに
なさい」尋ね何なりと
なさい」と言ったとき尋ねしかし神の使徒が繰返し「

【3】: おNになる（命令文以外）

になりたかったことは尋ねせんけれども、いたというのは、委員がお
になると教えてくれま尋ねお役所にこれまたｔｅｌで手続き方法をお
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
になっても、そう滅多尋ね上のサイズと仰しゃっては、どこの店をお
になっていらっしゃる尋ねをさせていただきたいんですが、先生がお
になる事をお勧めいた尋ね・・・・・他の歯科医院で治療の可否をお

【3】: おNになる（命令文）



Ranking: 63 
 答える 

情報利得:  0.001

Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文>Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文以外>Vなさる おNになる

おVなさる

<全体>

おNになる

Vなさる

おVなさる

おNになる

Vなさる

おVなさる

全体（割合） おNになる VなさるおVなさる

答える: 33.71 % 64.04 % 2.25 %

全体: 44.44 % 45.17 % 10.39 %

全体（頻度） おNになる VなさるおVなさる

答える: 30 57 2

全体: 6772 4923 1096

命令文 おNになる VなさるおVなさる

答える: 0 57 1

全体: 1 4605 906

命令文以外 おNになる VなさるおVなさる

答える: 30 0 1

全体: 6771 318 190

【1】: おV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】: おVなさる（命令文）

なさい。答えお

【2】: Vなさる（命令文以外） 【2】: Vなさる（命令文）

なさい。答えータベースに関する説明に関連する用語を
なさい。答えとして，次の問に
なさい。答え分の面積をｙｃｍ＾２として、次の問いに
なさい。答えきちんとブルーノに
なさい。答え　○×で
なさい。答え査，標本調査のどちらを用いるのが適切か

【3】: おNになる（命令文以外）

にならない自由もあり答え、外交特権に保護されている少佐には、お
になったんですか。答え　どうお
になりません。応えの神よ、私は一日中呼び求めましたが、お
にならなくてもけっこ答え「お
にならなくてけっこう答え「もちろんお答えになりたくなければ、お
になって」答えか、ときいても、いやなんでもない、とお

【3】: おNになる（命令文）



Ranking: 64 
 呼ぶ 

情報利得:  0

Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文>Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文以外>Vなさる おNになる

おVなさる

<全体>

おNになる

Vなさる

おVなさる

おNになる

Vなさる

おVなさる

全体（割合） おNになる VなさるおVなさる

呼ぶ: 47.27 % 45.45 % 7.27 %

全体: 44.44 % 45.17 % 10.39 %

全体（頻度） おNになる VなさるおVなさる

呼ぶ: 26 25 4

全体: 6772 4923 1096

命令文 おNになる VなさるおVなさる

呼ぶ: 0 25 3

全体: 1 4605 906

命令文以外 おNになる VなさるおVなさる

呼ぶ: 26 0 1

全体: 6771 318 190

【1】: おV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】: おVなさる（命令文）

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
なさい」呼びすぐハイヤーをお

【2】: Vなさる（命令文以外） 【2】: Vなさる（命令文）

なさい、ホステスをぜ呼びここにいていいから、ホステスをバーッと
なさい」呼びすぐに
なさい。呼び「那智、すぐにタクシーを
なさいって。呼び理沙に電話を渡して、パパを
なさいってば」呼び　「おねえちゃんって
なさい」呼び　「田毎さん、と

【3】: おNになる（命令文以外）

になるこの男にも、い呼びあなた方がダウンタウン・レイピストとお
になったわけは、私に呼び会見のときの宣教師ではなく、あなたをお
になりお手ずから、姫呼びんは腕輪をはずされ、節子姫をおそばにお
になり、納得いかれる呼び類に少しでも疑問があれば、すぐ侍従をお
になり、呼びとき、昭和天皇は板垣征四郎陸軍大臣をお
になって？呼び　「お

【3】: おNになる（命令文）



Ranking: 65 
 作る 

情報利得:  0.001

Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文>Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文以外>Vなさる おNになる

おVなさる

<全体>

おNになる

Vなさる

おVなさる

おNになる

Vなさる

おVなさる

全体（割合） おNになる VなさるおVなさる

作る: 51.55 % 45.36 % 3.09 %

全体: 44.44 % 45.17 % 10.39 %

全体（頻度） おNになる VなさるおVなさる

作る: 50 44 3

全体: 6772 4923 1096

命令文 おNになる VなさるおVなさる

作る: 0 43 1

全体: 1 4605 906

命令文以外 おNになる VなさるおVなさる

作る: 50 1 2

全体: 6771 318 190

【1】: おV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】: おV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】: V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】: Vなさる（命令文）

なさいと言ってその構つくりお母さんが夢にあらわれ、こういう彫刻を
なさいと命じる。作りメテウスは、息子のデウカリオンに箱舟を
なさい」「うーん」「つくんさがしてやった」「うーん」「ほれ子ども
なさい。』作り『お母様と過ごす以外の時間をちゃんと
なさい」と言い、穴が作り先生は穴からはい出すと、また「もう一回
なさい。造り彼の骨で、非常に恐ろしい堅固な金剛杵を

【3】: おNになる（命令文以外）

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
になられた人間のうち創りで、庭番は、いとやんごとなき神さまがお
になったのですか。つくり「こんなにすばらしい潜水艦を、どこでお
になって、そしてこのつくりもいいのですけれども、そういうものをお
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
になったときに、もしつくりに国鉄が、せっかく皆さんが努力をしてお

【3】: おNになる（命令文）



Ranking: 66 
 掛ける 

情報利得:  0.001

Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文>Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文以外>Vなさる おNになる

おVなさる

<全体>

おNになる

Vなさる

おVなさる

おNになる

Vなさる おVなさる

全体（割合） おNになる VなさるおVなさる

掛ける: 45.45 % 31.82 % 22.73 %

全体: 44.44 % 45.17 % 10.39 %

全体（頻度） おNになる VなさるおVなさる

掛ける: 20 14 10

全体: 6772 4923 1096

命令文 おNになる VなさるおVなさる

掛ける: 0 12 9

全体: 1 4605 906

命令文以外 おNになる VなさるおVなさる

掛ける: 20 2 1

全体: 6771 318 190

【1】: おVなさる（命令文以外）

なさりませんか。掛け殿下はお

【1】: おVなさる（命令文）

なさいかけ　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」掛け　「お
なさい」掛け　「まあ、お
なさい。掛け　「まあ、そこへお
なさい」かけ　「お

【2】: Vなさる（命令文以外）

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
なさるから、びっくりかけ　「いきなり声を

【2】: V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
なさい！」かけさあ…黄さん、手錠を
なさいかけがえのなきかけ胸を打つこの一時（いっとき）に

【3】: おNになる（命令文以外）

になってくだされ。かけ　「みなさん、どうぞお
になってはいらっしゃかけ　「お
になった電話番号は現かけらかけても、公衆電話からかけても　『お
になることはございまかけ　「それなら何も、気にお
になった電話番号はおかけお
になった番号はお話しかけ「お

【3】: おNになる（命令文）



Ranking: 67 
 求める 

情報利得:  0.006

Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文>Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文以外>Vなさる おNになる

おVなさる

<全体>

おNになる

Vなさる

おVなさる

おNになる

Vなさる
おVなさる

全体（割合） おNになる VなさるおVなさる

求める: 11.11 % 87.22 % 1.67 %

全体: 44.44 % 45.17 % 10.39 %

全体（頻度） おNになる VなさるおVなさる

求める: 20 157 3

全体: 6772 4923 1096

命令文 おNになる VなさるおVなさる

求める: 0 157 2

全体: 1 4605 906

命令文以外 おNになる VなさるおVなさる

求める: 20 0 1

全体: 6771 318 190

【1】: おV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】: おV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】: Vなさる（命令文以外） 【2】: Vなさる（命令文）

なさい。求め　上の考え方にしたがって，例２の答を
なさい。求めそのときのｘの変域を
なさい。求めｋとａの値をそれぞれ
なさい。求め神戸まで行く方法は全部で何通りあるかを
なさい。求めｍｍの単位まで
なさい。求めａの値が整数となるようなａの値をすべて

【3】: おNになる（命令文以外）

になれば分ることです求め曜日とかＨｚは書店で調べ、テキストをお
になり併せて読んでい求めたご興味のある方は別に参考書を１冊をお
になられたのですか？求めあちらでお
になれます。求め展覧会でお
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
になったと思うのです求め機関だからこそこの五十一分を信用してお

【3】: おNになる（命令文）



Ranking: 68 
 示す 

情報利得:  0.001

Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文>Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文以外>Vなさる おNになる

おVなさる

<全体>

おNになる

Vなさる

おVなさる

おNになる

Vなさる

おVなさる

全体（割合） おNになる VなさるおVなさる

示す: 61.29 % 35.48 % 3.23 %

全体: 44.44 % 45.17 % 10.39 %

全体（頻度） おNになる VなさるおVなさる

示す: 19 11 1

全体: 6772 4923 1096

命令文 おNになる VなさるおVなさる

示す: 0 11 0

全体: 1 4605 906

命令文以外 おNになる VなさるおVなさる

示す: 19 0 1

全体: 6771 318 190

【1】: おV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】: おVなさる（命令文）

【2】: Vなさる（命令文以外） 【2】: Vなさる（命令文）

なさい。示し払日・決算日の必要な会計処理（仕訳）を
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。示しダイムの特徴がそのどこに現れているかを
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（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。示しこのことを

【3】: おNになる（命令文以外）

になるようになった。示し殿はお会いになるたびに顕に恋慕の情をお
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
になられていたのかを示し帝を訪ねて、いったいどのようなお力をお
になることと承知いた示しも限りのあることで、御身分がら権威をお
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】: おNになる（命令文）



Ranking: 69 
 言う 

情報利得:  0.009

Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文>Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文以外>Vなさる おNになる

おVなさる

<全体>

おNになる

Vなさる

おVなさる

おNになるVなさる
おVなさる

全体（割合） おNになる VなさるおVなさる

言う: 2.49 % 94.53 % 2.99 %

全体: 44.44 % 45.17 % 10.39 %

全体（頻度） おNになる VなさるおVなさる

言う: 5 190 6

全体: 6772 4923 1096

命令文 おNになる VなさるおVなさる

言う: 0 165 4

全体: 1 4605 906

命令文以外 おNになる VなさるおVなさる

言う: 5 25 2

全体: 6771 318 190

【1】: おVなさる（命令文以外）

なさる！いひ　何をお
なさるな。いひ事をおいひなさい、そんな極端なことをお

【1】: おV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
なさい、そんな極端ないひ　兄さん、有り得る程度の事をお
なさい…」言い　「ああァ、なんでもお

【2】: Vなさる（命令文以外）

なさいます。言いどこに行きなはったか、上方の方な」って
なさって、そのお春ど云い
なさってどうしますの言い姐さんらしくもない、そんな気弱なことを
なはんな。言い　「阿呆なこと
なさるあんらば、はたいい旦那さまがそう
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

【2】: Vなさる（命令文）

なさい。言い母はお礼は二度
なさい。言い４　例にならって，英文を書きかえて
なさい。言い２　（　）内の語を適当な形にして
なさい。言い２　内に入る適語を補って
なさい。言い　「馬鹿を
なさい、言いる大祭司ヨシュアの頭にかぶらせて、彼に

【3】: おNになる（命令文以外）

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
になるんです」いい　「私に、どうしろとお

【3】: おNになる（命令文）



Ranking: 70 
 上げる 

情報利得:  0.005

Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文>Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文以外>Vなさる おNになる

おVなさる

<全体>

おNになる

Vなさる

おVなさる

おNになる

Vなさる
おVなさる

全体（割合） おNになる VなさるおVなさる

上げる: 10.71 % 81.25 % 8.04 %

全体: 44.44 % 45.17 % 10.39 %

全体（頻度） おNになる VなさるおVなさる

上げる: 12 91 9

全体: 6772 4923 1096

命令文 おNになる VなさるおVなさる

上げる: 0 89 8

全体: 1 4605 906

命令文以外 おNになる VなさるおVなさる

上げる: 12 2 1

全体: 6771 318 190

【1】: おV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】: おVなさる（命令文）

なさい、と。あげ族が待っているだろうから、早く帰ってお
なさいませ。あげ「きっと、顔をみせてお
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。あげい笑顔と機知にとんだ会話でなぐさめてお
なさい。あげまず皇帝に顔をみせて、よろこばせてお
なさい」あげおともだちが　みえたら、わけて　お

【2】: V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】: Vなさる（命令文）

なさいな・・・。あげ友達に話す珍しいネタとして二次利用して
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。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、奥の部屋のベッドに白いシーツを敷いて
なさい。あげ顔を
なさい。」あげ「それをできるだけ火に近く置いて

【3】: おNになる（命令文以外）

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
になるので、みなみなあげ分にふさわしいそれ相当のお扱いはしてお
になりましたけれどもあげ限られておりますし、土地収用法の例をお
になりました。あげさまには、とくに赤色の盾や黒塗の盾をお
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

【3】: おNになる（命令文）



Ranking: 71 
 取る 

情報利得:  0

Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文>Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文以外>Vなさる おNになる

おVなさる

<全体>

おNになる

Vなさる

おVなさる

おNになる

Vなさる

おVなさる

全体（割合） おNになる VなさるおVなさる

取る: 44.83 % 44.83 % 10.34 %

全体: 44.44 % 45.17 % 10.39 %

全体（頻度） おNになる VなさるおVなさる

取る: 26 26 6

全体: 6772 4923 1096

命令文 おNになる VなさるおVなさる

取る: 0 25 4

全体: 1 4605 906

命令文以外 おNになる VなさるおVなさる

取る: 26 1 2

全体: 6771 318 190

【1】: おV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】: おVなさる（命令文）

なさい。取り　「ほら、それも、お
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。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】: V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】: Vなさる（命令文）

なさい！」とり「フトシ、雨どいのごみを
なさいと言うだけじゃとり当する部屋等の使用禁止の措置がすべて、
なさいよね、私！撮り　　　撮るべきものは、ちゃんとその時に
なさいという住民監査取りと思うから、地方団体がその職員から金を
なさい」という調整サとり感じる体に「ホメオスタシスを保つ態勢を
なさい」とり食事は修道院で

【3】: おNになる（命令文以外）

になる考えがあるかどとり上げましたが、そういう対応を具体的にお
になったり、早めにパとりそれがわかったので、なるべくお
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
になったのかな？」取り　「アポはお
になったらいかがです取り長距離競争のためにはお金をお
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

【3】: おNになる（命令文）



Ranking: 72 
 入れる 

情報利得:  0.002

Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文>Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文以外>Vなさる おNになる

おVなさる

<全体>

おNになる

Vなさる

おVなさる

おNになる

Vなさる

おVなさる

全体（割合） おNになる VなさるおVなさる

入れる: 27.27 % 68.18 % 4.55 %

全体: 44.44 % 45.17 % 10.39 %

全体（頻度） おNになる VなさるおVなさる

入れる: 12 30 2

全体: 6772 4923 1096

命令文 おNになる VなさるおVなさる

入れる: 0 29 1

全体: 1 4605 906

命令文以外 おNになる VなさるおVなさる

入れる: 12 1 1

全体: 6771 318 190

【1】: おV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】: おV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】: V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】: Vなさる（命令文）

なさい。入れ　次に、下じき、筆箱、連絡ファイルを
なさい。入れ後に、連絡帳をもう一度見て、元に戻して
なさい。入れｋｅ／ｇｅｔのいずれかを適当な形にして
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。入れいればＴを，一致していなければＦを内に
なさい、（２）片仮名入れざを出して、（１）の中に適当なことばを

【3】: おNになる（命令文以外）

になっては・・・？入れとお
になった方がよろしい入れ被害が広がらないうちに『ブラック』にお
になる。入れそういうものはテキストへお
になることです。入れさんがあの女に騙されて、うっかり籍をお
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】: おNになる（命令文）



Ranking: 73 
 使用 

情報利得:  0.007

Vなさる おNになる

おVなさる

No Data

<命令文>Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文以外>Vなさる おNになる

おVなさる

<全体>

おNになる

Vなさる

おVなさる

おNになる

Vなさる

おVなさる

全体（割合） おNになる VなさるおVなさる

使用: 88.89 % 3.7 % 7.41 %

全体: 44.44 % 45.17 % 10.39 %

全体（頻度） おNになる VなさるおVなさる

使用: 24 1 2

全体: 6772 4923 1096

命令文 おNになる VなさるおVなさる

使用: 0 0 0

全体: 1 4605 906

命令文以外 おNになる VなさるおVなさる

使用: 24 1 2

全体: 6771 318 190

【1】: おVなさる（命令文以外）

なさって下さい。使用っきりと言える方は、どうぞお手洗いを御
なさっている携帯はど使用Ｏなどいろいろな機種がありますが、今ご

【1】: おVなさる（命令文）

【2】: Vなさる（命令文以外）

なさってる方にお尋ね使用Ｙａｈｏｏ８Ｍ

【2】: Vなさる（命令文）

【3】: おNになる（命令文以外）

になってるものも（御使用御受けになるという御聖慮ならば、現に御
になりませんの？」使用　「月形さんはどうしていつもはご
にならぬ土地資産と併使用ならば、現に御使用になってるものも（御
になるためには、バー使用ご
になってるものも（御使用御受けになるという御聖慮ならば、現に御
になれません。使用い為ＴＶ，ＶＩＤＥＯ，ＥＰＧの機能がご

【3】: おNになる（命令文）



Ranking: 74 
 説明 

情報利得:  0.002

Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文>Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文以外>Vなさる おNになる

おVなさる

<全体>

おNになる

Vなさる

おVなさる

おNになる

Vなさる

おVなさる

全体（割合） おNになる VなさるおVなさる

説明: 66.67 % 25.93 % 7.41 %

全体: 44.44 % 45.17 % 10.39 %

全体（頻度） おNになる VなさるおVなさる

説明: 18 7 2

全体: 6772 4923 1096

命令文 おNになる VなさるおVなさる

説明: 0 1 0

全体: 1 4605 906

命令文以外 おNになる VなさるおVなさる

説明: 18 6 2

全体: 6771 318 190

【1】: おVなさる（命令文以外）

なさっていると思うん説明等でリース料を払っていくというふうに御
なさるときにいただき説明準も、それから自民党さんが前に法案を御

【1】: おVなさる（命令文）

【2】: Vなさる（命令文以外）

なさるのかどうかとい説明今の答弁では、地元住民に
なさって不可抗力であ説明返答よりも　やはり評価で同様に
なさらなかったのです説明とがどういうことなのか、具体例を挙げて
なさいますか、叔母上説明　「ご自分で
なさるのでしょうか。説明は、文化経済学といいますか、どのように
なさった方が早そうで説明　「先生から

【2】: Vなさる（命令文）

なさい。説明「こっちへ来て、自分でお父さまに

【3】: おNになる（命令文以外）

になる県とか総務省で説明しかし最近は、御
になりますでしょうか説明も、局長はどういうふうにお考えになり御
になった関係だという説明、申し上げたいと思いますが、結局、今御
にならない場合には大説明にだんだん入ってきまして、私も正確な御
になりましたが、一般説明私は、さっき主税局長が御
になりましたから、そ説明い方が実は私の部屋へもおいでになって御

【3】: おNになる（命令文）



Ranking: 75 
 探す 

情報利得:  0.001

Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文>Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文以外>Vなさる おNになる

おVなさる

<全体>

おNになる

Vなさる

おVなさる

おNになる

Vなさる

おVなさる

全体（割合） おNになる VなさるおVなさる

探す: 40.74 % 55.56 % 3.7 %

全体: 44.44 % 45.17 % 10.39 %

全体（頻度） おNになる VなさるおVなさる

探す: 11 15 1

全体: 6772 4923 1096

命令文 おNになる VなさるおVなさる

探す: 0 15 0

全体: 1 4605 906

命令文以外 おNになる VなさるおVなさる

探す: 11 0 1

全体: 6771 318 190

【1】: おVなさる（命令文以外）

なすっていると、一人探しあの騒ぎの時、侯爵がカロロ様をお

【1】: おVなさる（命令文）

【2】: Vなさる（命令文以外） 【2】: Vなさる（命令文）

なさい。さがしべを買うときはあくまでもアルミを第一に
なさい。探しいで早く別れて　もっと信頼の出来る人を
なさいなどとは言わな捜しがそういう態度だとしたら、子供に父親を
なさい探しなく軽く踏んで回転が軽く伸びるところを
なさいといいたい。探し人には、あなたがそのようになりたい人を
なさいよ！」捜し　「

【3】: おNになる（命令文以外）

になることです。探し　「ああ、それは神みずからがお
になったのですか。捜し「どうしてわたしをお
になってはいかがでし探し作家の「内田莉莎子」さんの作品から、お
になるのがよろしいか探し詳しくはご自分で必要な項目をお
になってみては？探しこのＵＲＬでお
になったほうがいいか探し化粧直しのしやすい日焼け止めを他にもお

【3】: おNになる（命令文）



Ranking: 76 
 伝える 

情報利得:  0

Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文>Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文以外>Vなさる おNになる

おVなさる

<全体>

おNになる

Vなさる

おVなさる

おNになる

Vなさる

おVなさる

全体（割合） おNになる VなさるおVなさる

伝える: 52.38 % 33.33 % 14.29 %

全体: 44.44 % 45.17 % 10.39 %

全体（頻度） おNになる VなさるおVなさる

伝える: 11 7 3

全体: 6772 4923 1096

命令文 おNになる VなさるおVなさる

伝える: 0 7 2

全体: 1 4605 906

命令文以外 おNになる VなさるおVなさる

伝える: 11 0 1

全体: 6771 318 190

【1】: おVなさる（命令文以外）

なすっておくんなせえ伝えどうか宜しくお

【1】: おVなさる（命令文）

なされよ」伝えそれを執権どのにお
なされ。伝え帰ってそう法住どのにお

【2】: Vなさる（命令文以外） 【2】: Vなさる（命令文）

なさい」伝えすべて輸送の準備はできてると、向こうに
なさい伝え　宮司に神の入れ替えを
なさい。」伝えに集まるように、〔私＝仏の命令として〕
なさい！！』伝え『テレビカメラを倍もってこいと
なさい。伝えけスナックへは行かないようにしろとまず
なさい。伝えそして厳然として

【3】: おNになる（命令文以外）

になったのですか、そ伝えたとき、これは政府の命令として総裁にお
になっては？伝えてたときに植えたんだよ」とお孫さんにお
になって、法然上人を伝え親鸞聖人は帰ってその旨を法然上人にお
になった後で、田中さ伝え私の今申し上げました要請内容を正確にお
になったというところ伝えかわらず、口頭でもって主計局長にのみお
になれば、国王さまは伝えもしこの一件を国王さまにお

【3】: おNになる（命令文）



Ranking: 77 
 質問 

情報利得:  0.001

Vなさる おNになる

おVなさる

No Data

<命令文>Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文以外>Vなさる おNになる

おVなさる

<全体>

おNになる

Vなさる

おVなさる

おNになる

Vなさる

おVなさる

全体（割合） おNになる VなさるおVなさる

質問: 58.33 % 33.33 % 8.33 %

全体: 44.44 % 45.17 % 10.39 %

全体（頻度） おNになる VなさるおVなさる

質問: 14 8 2

全体: 6772 4923 1096

命令文 おNになる VなさるおVなさる

質問: 0 0 0

全体: 1 4605 906

命令文以外 おNになる VなさるおVなさる

質問: 14 8 2

全体: 6771 318 190

【1】: おVなさる（命令文以外）

なさったと思います。質問すが、生態系のことについて藤木さんが御
なさることもないんじ質問御

【1】: おVなさる（命令文）

【2】: Vなさる（命令文以外）

なさってみてはいかが質問、理解しやすい、回答しやすい文章で再度
なさった方が早いです質問へ資料を取り寄せられたり、直接メールで
なさいました。質問これまでいろいろな方々が
なさった方は、生徒の質問　「今、
なさってお決めになっ質問すよで、お店でそれぞれの利点や使い方を
なさった方のお名前、質問

【2】: Vなさる（命令文）

【3】: おNになる（命令文以外）

になりました第一小区質問ただいま御
になるのでありました質問そういう御
になってまいりました質問だんだん私の能力を超えるような御
になっておられるとは質問も申しましたが、これも恐らく、だれか御
になりますけれども、質問いかというふうに思いますが、重ねての御
になりまして、当時の質問られませんが、社会党の広瀬秀吉委員が御

【3】: おNになる（命令文）



Ranking: 78 
 有る 

情報利得:  0.006

Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文>Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文以外>Vなさる おNになる

おVなさる

<全体>

おNになる

Vなさる

おVなさる

おNになる

Vなさる

おVなさる

全体（割合） おNになる VなさるおVなさる

有る: 82.69 % 5.77 % 11.54 %

全体: 44.44 % 45.17 % 10.39 %

全体（頻度） おNになる VなさるおVなさる

有る: 43 3 6

全体: 6772 4923 1096

命令文 おNになる VなさるおVなさる

有る: 0 2 1

全体: 1 4605 906

命令文以外 おNになる VなさるおVなさる

有る: 43 1 5

全体: 6771 318 190

【1】: おVなさる（命令文以外）

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
なさるのなら、仰有っ有ん　「そんなのがお
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
なさったなかで、このあり　淡海公のお子さんが四人お

【1】: おV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】: V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】: V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】: おNになる（命令文以外）

になるから、『かっぽあり　順子さんは踊りの下地がお
になるんですか」ありでは、あなたには真の家族のビジョンがお
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
になるからできるわけあり　もとの下地がお
になったということであり　「じゃ、何度かそういう経験がお
になったとき、パチンあり　いろんな事がお

【3】: おNになる（命令文）



Ranking: 79 
 利用 

情報利得:  0.004

Vなさる おNになる

おVなさる

No Data

<命令文>Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文以外>Vなさる おNになる

おVなさる

<全体>

おNになる

Vなさる

おVなさる

おNになる

Vなさる

おVなさる

全体（割合） おNになる VなさるおVなさる

利用: 78.05 % 10.98 % 10.98 %

全体: 44.44 % 45.17 % 10.39 %

全体（頻度） おNになる VなさるおVなさる

利用: 64 9 9

全体: 6772 4923 1096

命令文 おNになる VなさるおVなさる

利用: 0 0 0

全体: 1 4605 906

命令文以外 おNになる VなさるおVなさる

利用: 64 9 9

全体: 6771 318 190

【1】: おVなさる（命令文以外）

なさるお客様方にしま利用また御
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
なさってください。利用遠慮せずに公共の機関や、外部の援助をご
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
なさるお客さんが平均利用くらいとまるのかということ、それから御
なさるつもりなら、通利用　「どうしてもこの列車を御

【1】: おVなさる（命令文）

【2】: Vなさる（命令文以外）

なさってみてはいかが利用よろしければ、下のサイトを
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
なさるおつもりであり利用　「王子は、倭国を救うために、新羅を
なさる方が非常に不便利用きておりませんので、途中からこの高速を
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
なさっているホテルと利用とても皇室が

【2】: Vなさる（命令文）

【3】: おNになる（命令文以外）

になるには、事前に駐利用グなどのイベント開催時、隣接駐車場をご
になれるのはあくまで利用これらのプログラムやデータをご
になってますか？」利用あなたはこの携帯電話をいつからご
になるという場合には利用で多数の身体障害者の方が特定の路線を御
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
になりましたか？利用発行の「とちぎ笑顔つぎつぎカード」をご

【3】: おNになる（命令文）



Ranking: 80 
 答弁 

情報利得:  0.002

Vなさる おNになる

おVなさる

No Data

<命令文>Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文以外>Vなさる おNになる

おVなさる

<全体>

おNになる

Vなさる

おVなさる

おNになる

Vなさる

おVなさる

全体（割合） おNになる VなさるおVなさる

答弁: 66.67 % 22.22 % 11.11 %

全体: 44.44 % 45.17 % 10.39 %

全体（頻度） おNになる VなさるおVなさる

答弁: 30 10 5

全体: 6772 4923 1096

命令文 おNになる VなさるおVなさる

答弁: 0 0 0

全体: 1 4605 906

命令文以外 おNになる VなさるおVなさる

答弁: 30 10 5

全体: 6771 318 190

【1】: おVなさる（命令文以外）

なさらないので、一つ答弁余り大臣が御
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
なさっているのかな。答弁わかって御
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

【1】: おVなさる（命令文）

【2】: V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
なさっているんですが答弁この方が
なさるつもりでしょう答弁とはなかったというふうにあなたの方では
なさったように、異常答弁今
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

【2】: Vなさる（命令文）

【3】: おNになる（命令文以外）

になっておられます。答弁政管理庁長官が次のような趣旨のことを御
になっておられます。答弁政管理庁長官が次のような趣旨のことを御
になりましたけれども答弁したがいまして、大蔵大臣も御
になったとは思えない答弁私の聞きたいことをきちっと御
になっていないという答弁ば問題なく進むのに、十分に理解をした御
になるんではないかと答弁うことは難しいんではないか、こういう御

【3】: おNになる（命令文）



Ranking: 81 
 判断 

情報利得:  0

Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文>Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文以外>Vなさる おNになる

おVなさる

<全体>

おNになる

Vなさる

おVなさる

おNになる

Vなさる

おVなさる

全体（割合） おNになる VなさるおVなさる

判断: 50 % 39.29 % 10.71 %

全体: 44.44 % 45.17 % 10.39 %

全体（頻度） おNになる VなさるおVなさる

判断: 14 11 3

全体: 6772 4923 1096

命令文 おNになる VなさるおVなさる

判断: 0 1 0

全体: 1 4605 906

命令文以外 おNになる VなさるおVなさる

判断: 14 10 3

全体: 6771 318 190

【1】: おVなさる（命令文以外）

なさっているというこ判断御遺体であるというふうに警察の方では御
なさってやっていただ判断それらは学校と教育委員会が独自に御
なさっておるというこ判断いうふうに当てはめて漁業従事者として御

【1】: おVなさる（命令文）

【2】: Vなさる（命令文以外）

なさってるからでは？判断しあなたがそう思うのはその女性の外見で
なさるＹａｈｏｏ社員判断質問・回答が適切かどうか
なさった時は情や義理判断判断なさるのです、これが天命だと、そう
なさっているのか、ま判断じゃ我が国の治安対策にどう効果があると
なさったのではないか判断寮生の中に誰か秘密を抱えた人間がいると
なさったら」判断「それくらいは、ご自分で

【2】: Vなさる（命令文）

なさい．．．．．．．判断ご自身で

【3】: おNになる（命令文以外）

になります。判断続けるか、リカバリをするかは、貴方のご
になった根拠といいま判断取引の現状から見て、五十％というのを御
になった根拠といいま判断取引の現状から見て、五十％というのを御
になることでございま判断きましては、これは最終的には裁判所が御
になる御判断の間には判断性と、あなた方がいわゆる国益と称して御
になります。判断続けるか、リカバリをするかは、貴方のご

【3】: おNになる（命令文）



Ranking: 82 
 話す 

情報利得:  0.003

Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文>Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文以外>Vなさる おNになる

おVなさる

<全体>

おNになる

Vなさる

おVなさる

おNになる

Vなさる

おVなさる

全体（割合） おNになる VなさるおVなさる

話す: 72.22 % 14.58 % 13.19 %

全体: 44.44 % 45.17 % 10.39 %

全体（頻度） おNになる VなさるおVなさる

話す: 104 21 19

全体: 6772 4923 1096

命令文 おNになる VなさるおVなさる

話す: 0 20 5

全体: 1 4605 906

命令文以外 おNになる VなさるおVなさる

話す: 104 1 14

全体: 6771 318 190

【1】: おVなさる（命令文以外）

なさりたいこともある話しお会いになってお
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
なさらなくては、遠藤話し?叔父様、もっと早く、手短に段取りをお
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
なさったようにそうい話し係の当事者でもありませんよ、それが今お
なさっていらっしゃい話しついて少年法の適用年齢のことについてお

【1】: おVなさる（命令文）

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

【2】: V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】: Vなさる（命令文）

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
なさい貴方とアスカと話しアスカと
なさい。」はなし　「なにがあったのか、しょうじきに
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」話し話をするときは、ちゃんと相手の目を見て
なさい」話し一番案じています、さあ、何があったか、

【3】: おNになる（命令文以外）

になれば受理される可話し極めて重要な用件ですので、良く事情をお
になるようにお願いし話し私は、できるだけもっと丁寧にあなたがお
になりましたけど」話し様は百合さんという娘さんがおられたとお
になりましたけれども話し先ほどお
になりましたように、話しけでございますけれども、先ほど先生がお
になったのですね。話しを待って受けて立つというようなことをお

【3】: おNになる（命令文）



Ranking: 83 
 貰う 

情報利得:  0.005

Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文>Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文以外>Vなさる おNになる

おVなさる

<全体>

おNになる

Vなさる

おVなさる

おNになる

Vなさる おVなさる

全体（割合） おNになる VなさるおVなさる

貰う: 12.5 % 82.5 % 5 %

全体: 44.44 % 45.17 % 10.39 %

全体（頻度） おNになる VなさるおVなさる

貰う: 5 33 2

全体: 6772 4923 1096

命令文 おNになる VなさるおVなさる

貰う: 0 31 1

全体: 1 4605 906

命令文以外 おNになる VなさるおVなさる

貰う: 5 2 1

全体: 6771 318 190

【1】: おV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】: おV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】: Vなさる（命令文以外）

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
なさったら、烈ちゃんもらい　あにさまがお嫁さん

【2】: Vなさる（命令文）

なさい」貰い診て
なさい」もらいそのワイドショーの人達には、帰って
なさい…と。もらいさんが生きているうちに早く財産を分けて
なさい。もらいその次からは、自分の父と母に祝福して
なさい。もらい書は、学校が夏休みに入る前に再発行して
なさいよ」もらいゃ、彼女に断って、ベッドに腰かけさせて

【3】: おNになる（命令文以外）

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
になったのです。もらい　「かたわなら、なぜお
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】: おNになる（命令文）



Ranking: 84 
 待つ 

情報利得:  0.003

Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文>Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文以外>Vなさる おNになる

おVなさる

<全体>

おNになる

Vなさる

おVなさる

おNになる

Vなさる

おVなさる

全体（割合） おNになる VなさるおVなさる

待つ: 22.32 % 50 % 27.68 %

全体: 44.44 % 45.17 % 10.39 %

全体（頻度） おNになる VなさるおVなさる

待つ: 25 56 31

全体: 6772 4923 1096

命令文 おNになる VなさるおVなさる

待つ: 0 55 27

全体: 1 4605 906

命令文以外 おNになる VなさるおVなさる

待つ: 25 1 4

全体: 6771 318 190

【1】: おV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
なさいまし」待ちらせますゆえ、どうぞこちらへあがってお
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
なすって…」待ち　「少々お

【1】: おVなさる（命令文）

なさい。待ち　「お
なさい！」待ち　「お
なさい、あなたどこへ待ち　まあ、お
なさい」待ち　「お
なさい」待ち　一日か二日、お
なさい。待ち「お

【2】: Vなさる（命令文以外）

なさりまし。待ち　「

【2】: Vなさる（命令文）

なさい」といえば、裸待ち　「
なさい！」待ち　「
なさいよ」待ち　「まあ、
なっせ、奥さん」待ち　「
なさい。待ち３　順番が来るまで
なさい」としわがれた待ち財田啓伍さんを…」と言いかけるのを、「

【3】: おNになる（命令文以外）

になりましたか？」待ちお
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
になってください”と待ちそしたら奥さまが“皆さん、あがってお
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
になっていてください待ち　「奥さまはお部屋でお

【3】: おNになる（命令文）



Ranking: 85 
 捨てる 

情報利得:  0.002

Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文>Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文以外>Vなさる おNになる

おVなさる

<全体>

おNになる

Vなさる

おVなさる

おNになる

Vなさる

おVなさる

全体（割合） おNになる VなさるおVなさる

捨てる: 20 % 63.33 % 16.67 %

全体: 44.44 % 45.17 % 10.39 %

全体（頻度） おNになる VなさるおVなさる

捨てる: 6 19 5

全体: 6772 4923 1096

命令文 おNになる VなさるおVなさる

捨てる: 0 19 4

全体: 1 4605 906

命令文以外 おNになる VなさるおVなさる

捨てる: 6 0 1

全体: 6771 318 190

【1】: おV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】: おV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』などとおっし捨てしたのに、中宮さまは『その雪はだめ、お
なさい」捨て　「太刀をお

【2】: Vなさる（命令文以外） 【2】: Vなさる（命令文）

なさい（秩序の一定維捨て◇１つ買ったら１つ
なさい」棄てもとの雪はそのままにして、新しいのは
なさい」ということで捨て「
なさいという意味だっ捨て　《それは、これまでの習慣や思考はもう
なさい」捨て拳銃を
なさい。捨て核兵器を

【3】: おN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
になったかａ棄て神よ、わが神よ、なぜおん身はわたしをお
になりませぬか」捨て「殿様、松永はまだ、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
にならぬほうがよいな捨て「みなさまも、それはお
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

【3】: おNになる（命令文）



Ranking: 86 
 出でる 

情報利得:  0.009

Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文>Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文以外>Vなさる おNになる

おVなさる

<全体>

おNになる

Vなさる

おVなさる

おNになる

Vなさる

おVなさる

全体（割合） おNになる VなさるおVなさる

出でる: 79.38 % 0 % 20.62 %

全体: 44.44 % 45.17 % 10.39 %

全体（頻度） おNになる VなさるおVなさる

出でる: 331 0 86

全体: 6772 4923 1096

命令文 おNになる VなさるおVなさる

出でる: 0 0 24

全体: 1 4605 906

命令文以外 おNになる VなさるおVなさる

出でる: 331 0 62

全体: 6771 318 190

【1】: おVなさる（命令文以外）

なさるのはよろしゅういでそんなにサロメの顔ばかり見てお
なすった」いで　「ホラ、ホラ、お
なさるな」出でフ…（少し肩をすくめながら）そろそろお
なさりまするぞ。」いで今これへ、おいでの皆様は博士の方々でお
なさったかい」と、土いですると老婆は、「こんなところに三回もお
なさる？」いで　「島さんおひとりで、お

【1】: おVなさる（命令文）

なさい、と言って下さいで飲みには行けないが家へ遊びにお
なさい。いで　「ついてお
なさい。いでレーシヨーどの、まあ、もつとこつちへお
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
なさい、かりそめにもいで　「道場へ行って、御用をうかがってお
なされ」いで安心してお

【2】: Vなさる（命令文以外） 【2】: Vなさる（命令文）

【3】: おNになる（命令文以外）

になります。いで今アパートをさがしてお
になった。いでこの日は、おじ様、おば様方もお
になったときに高橋理いでそれの回答をなさるためにお
になったんですか、神いで　「それで、何をしにお
になりました」いで　「只今、総理がお
になる。いでの若いご仁が、銚子を持ったまま困ってお

【3】: おNになる（命令文）



Ranking: 87 
 思う 

情報利得:  0.007

Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文>Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文以外>Vなさる おNになる

おVなさる

<全体>

おNになる

Vなさる

おVなさる

おNになるVなさる

おVなさる

全体（割合） おNになる VなさるおVなさる

思う: 3.45 % 89.66 % 6.9 %

全体: 44.44 % 45.17 % 10.39 %

全体（頻度） おNになる VなさるおVなさる

思う: 1 26 2

全体: 6772 4923 1096

命令文 おNになる VなさるおVなさる

思う: 0 22 1

全体: 1 4605 906

命令文以外 おNになる VなさるおVなさる

思う: 1 4 1

全体: 6771 318 190

【1】: おVなさる（命令文以外）

なさるか知れないが、思い　「きれいな商売だとお

【1】: おVなさる（命令文）

なさいまし。思い　「掛け替えのない楽しい夢を見たとお

【2】: Vなさる（命令文以外）

なさるか。思い　「そうきょん、旦那もそう
なさるかね？」思い白イタチにあんなふうに親切にふるまうと
なはるやろなあと煽情おもいなど見たとき、ほんに泥棒はええ商売やと
なさったことだろうに思いばあちゃん、りっぱなお葬式してほしいと

【2】: Vなさる（命令文）

なさい。思いチャに乱す、というのもひとつの方法だと
なさいよ」とはっきり思い芸能人なんだから一般の人と自分は違うと
なさい思い最高の親孝行だと
なさい」思い死ぬと思わないで、死んで生まれたんだと
なさい。思い絞りハンドルは馬鹿がやっている事と
なさい」思いそして時間についての認識は万人共通だと

【3】: おNになる（命令文以外）

になります？おもいたしの納税調書になんて書いてあったとお

【3】: おNになる（命令文）



Ranking: 88 
 入る 

情報利得:  0.006

Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文>Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文以外>Vなさる おNになる

おVなさる

<全体>

おNになる

Vなさる

おVなさる

おNになる

Vなさる

おVなさる

全体（割合） おNになる VなさるおVなさる

入る: 10.96 % 53.42 % 35.62 %

全体: 44.44 % 45.17 % 10.39 %

全体（頻度） おNになる VなさるおVなさる

入る: 8 39 26

全体: 6772 4923 1096

命令文 おNになる VなさるおVなさる

入る: 0 38 24

全体: 1 4605 906

命令文以外 おNになる VなさるおVなさる

入る: 8 1 2

全体: 6771 318 190

【1】: おVなさる（命令文以外）

なさって下さい。這入りどうぞ、奥へお
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

【1】: おVなさる（命令文）

なさい」入り　「お
なさい」はいりお
なさいな」入り　「浅吉さんもお
なさい」入りお
なさいな」入り　「キアラ、お
なさい、お茶をいれた入り　「お

【2】: V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】: Vなさる（命令文）

なさいよ」はいん　「まあ、どうぞ、
なさい。入りハムよ、船室に
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　早く
なさい、と返事があっ入り、皮肉なほどに落ち着き払った低い声で、
なさいよ」入りとにかく、

【3】: おNになる（命令文以外）

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
になれますのは、五名はいり一時にお
になり私たち出演者のはいり藤田先生は毎日のように楽屋にお
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
になっておかけくださはいりでも居間にお

【3】: おNになる（命令文）



Ranking: 89 
 休む 

情報利得:  0.029

Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文>Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文以外>Vなさる おNになる

おVなさる

<全体>

おNになる

Vなさる

おVなさる

おNになる
Vなさる

おVなさる

全体（割合） おNになる VなさるおVなさる

休む: 2.14 % 3.74 % 94.12 %

全体: 44.44 % 45.17 % 10.39 %

全体（頻度） おNになる VなさるおVなさる

休む: 8 14 352

全体: 6772 4923 1096

命令文 おNになる VなさるおVなさる

休む: 0 14 350

全体: 1 4605 906

命令文以外 おNになる VなさるおVなさる

休む: 8 0 2

全体: 6771 318 190

【1】: おV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】: おVなさる（命令文）

なさい」やすみ　「お
なさい。やすみでは、お
なさいやすみ（・∀・）ノお
なさいませ。休み何も云わないで、お
なさい」やすみ　「お
なさいませ」やすみそれでは、お

【2】: Vなさる（命令文以外） 【2】: Vなさる（命令文）

なさい、愛しい人。休み　「
なさい」休みいいから
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」休みそれじゃ、少し
なさい」休み「必ず守るから、安心して
なさい。休みいいわよ、拓海ひとりで

【3】: おNになる（命令文以外）

になった。寝み物などもそっと脱ぎ落とし、寄り添ってお
にならないと?」寝み　「もう、お
になれましたか？」寝み　「よくお
になっていらっしゃい寝み若宮はもうお
になって下さいまし」寝み　「遅うございますから、すぐお
になっているはずです寝み　「中でお

【3】: おNになる（命令文）



Ranking: 90 
 仕舞う 

情報利得:  0.007

Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文>Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文以外>Vなさる おNになる

おVなさる

<全体>

おNになる

Vなさる

おVなさる

おNになる

Vなさる

おVなさる

全体（割合） おNになる VなさるおVなさる

仕舞う: 2.38 % 73.81 % 23.81 %

全体: 44.44 % 45.17 % 10.39 %

全体（頻度） おNになる VなさるおVなさる

仕舞う: 1 31 10

全体: 6772 4923 1096

命令文 おNになる VなさるおVなさる

仕舞う: 0 28 9

全体: 1 4605 906

命令文以外 おNになる VなさるおVなさる

仕舞う: 1 3 1

全体: 6771 318 190

【1】: おV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】: おVなさる（命令文）

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。しまい先を続けて、ひと思いに全部ぶちまけてお
なさい、だれの手をさしまひ　さ、さ、早く決めてお
なさいよ。しまひよ、剣をお
なさいょッ！しまい　「あの連中全員を逮捕してお
なさいな。しまい還俗してお

【2】: Vなさる（命令文以外）

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】: Vなさる（命令文）

なさい」と言っているしまいはまるで「母乳育児なんてとっととやめて
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！」しまいは、早く
なさい。しまい譜を持っているときには、筆写譜を売って
なさい」しまい中に残っているオシッコをすっかり出して
なさい」と母親にいわしまい「早く片づけなさい」「さっさと片づけて

【3】: おN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】: おNになる（命令文）



Ranking: 91 
 考える 

情報利得:  0.008

Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文>Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文以外>Vなさる おNになる

おVなさる

<全体>

おNになる

Vなさる

おVなさる

おNになるVなさる

おVなさる

全体（割合） おNになる VなさるおVなさる

考える: 2.08 % 91.67 % 6.25 %

全体: 44.44 % 45.17 % 10.39 %

全体（頻度） おNになる VなさるおVなさる

考える: 1 44 3

全体: 6772 4923 1096

命令文 おNになる VなさるおVなさる

考える: 0 42 2

全体: 1 4605 906

命令文以外 おNになる VなさるおVなさる

考える: 1 2 1

全体: 6771 318 190

【1】: おV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】: おVなさる（命令文）

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

【2】: Vなさる（命令文以外）

なさっているのだから考えようく
なさんなと言いよった考えきのばしくらいに考えて、奥さんは深刻に

【2】: Vなさる（命令文）

なさい、新しい質問に考え新しいことを
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。考えら目をそらさずに、時間をかけてゆっくり
なさいよ」考えちゃんと
なさい。考えトランで一緒に食事をしていた時のことを
なさい」ラヴデイは勧考え「一晩寝てゆっくり

【3】: おN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】: おNになる（命令文）



Ranking: 92 
 相談 

情報利得:  0.002

Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文>Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文以外>Vなさる おNになる

おVなさる

<全体>

おNになる

Vなさる

おVなさる

おNになる

Vなさる

おVなさる

全体（割合） おNになる VなさるおVなさる

相談: 28.57 % 42.86 % 28.57 %

全体: 44.44 % 45.17 % 10.39 %

全体（頻度） おNになる VなさるおVなさる

相談: 10 15 10

全体: 6772 4923 1096

命令文 おNになる VなさるおVなさる

相談: 0 1 1

全体: 1 4605 906

命令文以外 おNになる VなさるおVなさる

相談: 10 14 9

全体: 6771 318 190

【1】: おVなさる（命令文以外）

なさってください。相談よく病院でご
なさってみたら？相談ので、迷うようでしたら主治医の先生にご
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
なさって、素敵なお式相談ホテルがたくさんありますし、お二人でご
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

【1】: おV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】: V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。相談光明寺（信光明寺）の超誉存牛と道閲にも
なさるといいかもしれ相談アニマルトラストの「ハッピーハウス」に
なさることだと思いま相談心配なら先ず、病院へ行かれて、
なさってみてください相談銀行や、公庫の担当者に

【2】: V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】: おN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
になれば」相談?じゃ、シューフィッターにご
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
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

【3】: おNになる（命令文）



Ranking: 93 
 呉れる 

情報利得:  0.022

Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文>Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文以外>Vなさる おNになる

おVなさる

<全体>

おNになる

Vなさる

おVなさる

おNになる

Vなさる

おVなさる

全体（割合） おNになる VなさるおVなさる

呉れる: 0 % 20.69 % 79.31 %

全体: 44.44 % 45.17 % 10.39 %

全体（頻度） おNになる VなさるおVなさる

呉れる: 0 12 46

全体: 6772 4923 1096

命令文 おNになる VなさるおVなさる

呉れる: 0 7 44

全体: 1 4605 906

命令文以外 おNになる VなさるおVなさる

呉れる: 0 5 2

全体: 6771 318 190

【1】: おVなさる（命令文以外）

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

【1】: おVなさる（命令文）

なせえ?それと、グズくん日の晩に、屋敷の裏塀の外に隠れていてお
なさい」とあいさつしくん酔払っておりますんで、勘弁してやってお
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
なさい。くんその後で憂えるのは、やめにしてお
なさい、こう云って泣くんって来る、どうか早く帰れるようにしてお
なさいな」くんとはいいんだから、どうか話さないで、お

【2】: Vなさる（命令文以外）

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
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
なさんねかの。くん　「いや武郎さん、私を信じては

【2】: Vなさる（命令文）

なさい。くん著作権に注意してコピーして
なさい。くん　「何てことを…ど、どうか助けて
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
なはれ」くれ受け取って
なさればいいことにねくれまあ，ゆっくりとして行って
なはれ。くんこの台帳を見と

【3】: おNになる（命令文以外） 【3】: おNになる（命令文）



Ranking: 94 
 結婚 

情報利得:  0.008

Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文>Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文以外>Vなさる おNになる

おVなさる

<全体>

おNになる

Vなさる

おVなさる

おNになる

Vなさる

おVなさる

全体（割合） おNになる VなさるおVなさる

結婚: 4.44 % 57.78 % 37.78 %

全体: 44.44 % 45.17 % 10.39 %

全体（頻度） おNになる VなさるおVなさる

結婚: 2 26 17

全体: 6772 4923 1096

命令文 おNになる VなさるおVなさる

結婚: 0 1 0

全体: 1 4605 906

命令文以外 おNになる VなさるおVなさる

結婚: 2 25 17

全体: 6771 318 190

【1】: おVなさる（命令文以外）

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
なさるんですってね。結婚　「真行さんとご
なさったのじゃないか結婚なったような気がするけど…そうそう、ご
なさいました。結婚　Ｓ子さまは、事件後間もなく外科医とご
なさらなければ、殿下結婚　「一週間以内にあなたが皇太子とご
なさって、外科医院を結婚れまた明るくて人間味にあふれた女性とご

【1】: おVなさる（命令文）

【2】: Vなさる（命令文以外）

なさった小谷さん、お結婚お嬢さんお二人も既に
なさるカップルからの結婚今年のこの時期に来て、来年に
なさった方、今の生活結婚できちゃった
なさったんですか？」結婚　「ところで、南部さんとは
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
なさりたいんですね、結婚「やっぱり、愛のために

【2】: Vなさる（命令文）

なさい。結婚　「あなた、

【3】: おNになる（命令文以外）

になる、結婚される〈結婚ご
になる、結婚される〈結婚ご

【3】: おNになる（命令文）



Ranking: 95 
 返る 

情報利得:  0.019

Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文>Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文以外>Vなさる おNになる

おVなさる

<全体>

おNになる

Vなさる

おVなさる

おNになる

Vなさる

おVなさる

全体（割合） おNになる VなさるおVなさる

返る: 1.09 % 26.09 % 72.83 %

全体: 44.44 % 45.17 % 10.39 %

全体（頻度） おNになる VなさるおVなさる

返る: 2 48 134

全体: 6772 4923 1096

命令文 おNになる VなさるおVなさる

返る: 0 47 132

全体: 1 4605 906

命令文以外 おNになる VなさるおVなさる

返る: 2 1 2

全体: 6771 318 190

【1】: おVなさる（命令文以外）

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
なさいました。帰り　「ようまあ御無事でお

【1】: おVなさる（命令文）

なさい」帰り　「お
なさい！帰り欽ちゃんお
なさい。帰り　「お
なさいませ」帰り　「お
なさい」の心地よさ帰り「お
なさいは？」帰りな～フーミン、出張帰りの加賀谷くんにお

【2】: Vなさる（命令文以外）

なさったかい、」駅長帰ん　「

【2】: Vなさる（命令文）

なさいと幼女に声をか帰りの子守をしていた老女で、危ないから早く
なさいよ。帰りたまには顔くらい見せに
なさい」帰りさあ、
なさい」帰りさあ、みな
なさいと命じた。帰りそれから、私に
なさい」帰り昼まで休んで

【3】: おN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】: おNになる（命令文）



Ranking: 96 
 止す 

情報利得:  0.019

Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文>Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文以外>Vなさる おNになる

おVなさる

<全体>

おNになる

Vなさる

おVなさる

おNになる

Vなさる

おVなさる

全体（割合） おNになる VなさるおVなさる

止す: 2.17 % 23.91 % 73.91 %

全体: 44.44 % 45.17 % 10.39 %

全体（頻度） おNになる VなさるおVなさる

止す: 1 11 34

全体: 6772 4923 1096

命令文 おNになる VなさるおVなさる

止す: 0 11 33

全体: 1 4605 906

命令文以外 おNになる VなさるおVなさる

止す: 1 0 1

全体: 6771 318 190

【1】: おVなさる（命令文以外）

なすって」よし冗談はお

【1】: おVなさる（命令文）

なさい。よし「およしなさい、お
なさい、みっともないよし母が色香を漂わすと、お
なさい。よし　「そんなことお
なさい」と止めるのもよし家内が「お
なさい。止し女王様の方を見る事はお
なさい』よし『そんな事を云ふのはお

【2】: Vなさる（命令文以外） 【2】: V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
なさいよ。よしいているようなへんてこりんな背広なんて
なさい」よし「無理は
なさい」よし　「子供みたいなことは
なさいよ」よし　「嘘つくの
なさい」私は声をかけ止し　「

【3】: おN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】: おNになる（命令文）



Ranking: 97 
 出す 

情報利得:  0.009

Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文>Vなさる おNになる

おVなさる

<命令文以外>Vなさる おNになる

おVなさる

<全体>

おNになる

Vなさる

おVなさる

おNになる

Vなさる

おVなさる

全体（割合） おNになる VなさるおVなさる

出す: 0 % 87.04 % 12.96 %

全体: 44.44 % 45.17 % 10.39 %

全体（頻度） おNになる VなさるおVなさる

出す: 0 47 7

全体: 6772 4923 1096

命令文 おNになる VなさるおVなさる

出す: 0 46 6

全体: 1 4605 906

命令文以外 おNになる VなさるおVなさる

出す: 0 1 1

全体: 6771 318 190

【1】: おVなさる（命令文以外）

なすって下さいまし…出し早くお

【1】: おV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」出し証拠をお
なさい」出し　「どうもお気の毒で…こちらへお
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

【2】: Vなさる（命令文以外）

なさんな」出し　「大きな声を

【2】: Vなさる（命令文）

なさい」出し今、治してやるから、その短気をここに
なさいよ。出しもっと声を
なさい」とドライブを出し員に目標設定を課し、「ここまでに成果を
なさい！」出し「必ず返事を
なさい」という意味だ出し早い段階に出ているのなら、早めに結論を
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

【3】: おNになる（命令文以外） 【3】: おNになる（命令文）


