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記号 タイトル 実例 前後の関係

【逆接】all the same（にもかかわらず）, but（しかし）, however（しかし）, instead（そのかわりに）, nevertheless / nonetheless（にもかかわらず）, ①イメージの逆転

逆接 rather（むしろ）, still（それでも）, though 副詞（しかし）, yet（しかし） 【対比】conversely（逆に）, in contrast / in comparison（対 →例：前＝プラス／後＝マイナス

照的に）, in the meantime（他方）, meanwhile（他方）, one...another～ / some...others～（…もあれば～もある＝名詞か形容詞で使う）, on the ②前＝譲歩／後＝主張

contrary（反対に）, on the other hand（他方）, unlike（とは違って）, while 接続詞/ whereas（一方）,

although（だけれども）, as a rule（概して）, can（ありうるが）, certainly（確かに～だが）, despite（～にもかかわらず）, even if（たとえ～でも）, even so ・筆者の主張と異なることを導く

譲歩 （たとえそうでも）, for all（～にもかかわらず）, generally（一般的に）, indeed 副詞（確かに～だが）, in general（一般的に）, in most/many cases（多く →一般論（常識論）、否定文、

の場合）, in spite of（～にもかかわらず）, in theory（理論上）, it is common that （よくあるが）, (it is) true (that)（確かに～だが）, it seems that 過去の話、表面的な話

（表面上は）, may（かもしれないが）, of course（もちろん）, on the surface（表面上は）, on the whole（概して）, though 接続詞（だけれども）, whether ・後に逆接シグナル可能性大

（であろうとなかろうと）, while 接続詞（だけれども）, with all（～にもかかわらず） ＝ここが主張

【因果】accordingly（それゆえ）, as a result（結果として）, because of this（この理由で）, consequently（それゆえ）, for this reason（こ ・前＝原因／後＝結果

順接 の理由で）, hence（それゆえ）, if （もし）, so that（その結果…）, that's why（そういうわけで）, the result is (that)（結果は…）, then / therefore /

thereby / thus（それゆえ）

【理由】because / for / in as much as / on the ground that / since / The reason is (that)

【まとめ】eventually（結論として）, in conclusion（結論として）, in brief（手短に言うと）, in other words（まとめると）, in short（手短に言うと）,

in summary（要約すれば）, to sum up（要約すれば）, ultimately（結論として）

【動詞で因→果】A bring about B / A cause B / A explain B / A lead to B / A contribute to B / A result in B /

A is responsible for B / A means B 【動詞で果→因】B come from A / B result from A / B stem from A

コロン：セミコロン；,－ダッシュ, actually（事実）, an exmaple is（…を例に挙げよう）, e.g.（例えば）, for example/for instance（例えば）, ・前後は同内容

言いかえ in a word（手短に言えば）, indeed 副詞（事実）, in fact（事実）, in other words（すなわち）, in particular（特に）, in short（手短に言えば）, like ・前＝抽象的／後＝具体的

＝ （～のような）, namely（例えば）, ,say,（例えば）, simply put（手短に言えば）, such as（～のような）, Take...（…を例に挙げよう）, that is (to say)（す 注意：シグナルなしなら原則「言いかえ」

なわち）, to be more precise（正確に言えば）, to name a few（例えば）

【主張】「主観的」形容詞、should / must / have to などの主観的助動詞、not A but B などの「力点」が生じる表現、it is...that ①筆者の主張になる

主張語 強調構文、否定に続く同形反復での肯定、unfortunately（残念なことに）などの感情副詞 ②筆者の主張を導く

【主張を導く】疑問文による「問いかけ」, "I"が主語で意見を述べる、時制の転換を行う表現、パラグラフ末の順接

付加 【付加】again/and/also/as well（～もまた）, besides（その上）, equally（同様に）, furthermore（さらに）, in addition（加えて）, in a similar ・前後は同方向

列挙 way（同様に）, likewise（同様に）, moreover（さらに）, similarly（同様に）, too（～もまた）, what is 比較級（さらに比なことに） 【列挙】first / second ・前後は別内容

/ third...finally（一番目、二番目…最後に）, first of all（まず第一に）, for one thing...for another（一つには...また）, in the first place（まず第

一に）, to begin with （まず第一に）, two～ four の小さな数字＝列挙スタートのマーク

【品詞】副詞（副詞相当語句）＝無印、接続詞＝ 、等位接続詞＝ 、前置詞＝ 、助動詞＝ 、二つの用法あり＝ 反転
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【逆接】all the same（にもかかわらず）, but（しかし）, however（しかし）, instead（そのかわりに）, nevertheless / nonetheless（にもかかわらず）, ①イメージの逆転

逆接 rather（むしろ）, still（それでも）, though 副詞（しかし）, yet（しかし） 【対比】conversely（逆に）, in contrast / in comparison（対 →例：前＝〔 〕／後＝〔 〕

照的に）, in the meantime（他方）, meanwhile（他方）, one...another～ / some...others～（…もあれば～もある＝名詞か形容詞で使う）, on the ②前＝〔 〕／後＝〔 〕

contrary（反対に）, on the other hand（他方）, unlike（とは違って）, while 接続詞 / whereas（一方）,

although（だけれども）, as a rule（概して）, can（ありうるが）, certainly（確かに～だが）, despite（～にもかかわらず）, even if（たとえ～でも）, even so ・筆者の主張と〔 〕ことを導く

譲歩 （たとえそうでも）, for all（～にもかかわらず）, generally（一般的に）, indeed 副詞（確かに～だが）, in general（一般的に）, in most/many cases（多く →〔 〕、〔 〕文、

の場合）, in spite of（～にもかかわらず）, in theory（理論上）, it is common that （よくあるが）, (it is) true (that)（確かに～だが）, it seems that 〔 〕の話、〔 〕な話

（表面上は）, may（かもしれないが）, of course（もちろん）, on the surface（表面上は）, on the whole（概して）, though 接続詞（だけれども）, whether ・後に〔 〕シグナル可能性大＝

（であろうとなかろうと）, while 接続詞（だけれども）, with all（～にもかかわらず） そこが〔 〕

【因果】accordingly（それゆえ）, as a result（結果として）, because of this（この理由で）, consequently（それゆえ）, for this reason（こ ・前＝〔 〕／後＝〔 〕

順接 の理由で）, hence（それゆえ）, if （もし）, so that（その結果…）, that's why（そういうわけで）, the result is (that)（結果は…）, then / therefore /

thereby / thus（それゆえ）

【理由】because / for / in as much as / on the ground that / since / The reason is (that)

【まとめ】eventually（結論として）, in conclusion（結論として）, in brief（手短に言うと）, in other words（まとめると）, in short（手短に言うと）,

in summary（要約すれば）, to sum up（要約すれば）, ultimately（結論として）

【動詞で因→果】A bring about B / A cause B / A explain B / A lead to B / A contribute to B / A result in B /

A is responsible for B / A means B 【動詞で果→因】B come from A / B result from A / B stem from A

コロン：セミコロン；,－ダッシュ, actually（事実）, an exmaple is（…を例に挙げよう）, e.g.（例えば）, for example/for instance（例えば）, ・前後は同内容

言いかえ in a word（手短に言えば）, indeed 副詞（事実）, in fact（事実）, in other words（すなわち）, in particular（特に）, in short（手短に言えば）, like ・前=〔 〕的／後=〔 〕的

＝ （～のような）, namely（例えば）, ,say,（例えば）, simply put（手短に言えば）, such as（～のような）, Take...（…を例に挙げよう）, that is (to say)（す 注：〔 〕なしなら原則「言いかえ」

なわち）, to be more precise（正確に言えば）, to name a few（例えば）

【主張】「主観的」形容詞、should / must / have to などの主観的助動詞、not A but B などの「力点」が生じる表現、it is...that ①筆者の主張になる

主張語 強調構文、否定に続く同形反復での肯定、unfortunately（残念なことに）などの感情副詞 ②筆者の主張を導く

【主張を導く】疑問文による「問いかけ」, "I"が主語で意見を述べる、時制の転換を行う表現、パラグラフ末の順接

付加 【付加】again/and/also/as well（～もまた）, besides（その上）, equally（同様に）, furthermore（さらに）, in addition（加えて）, in a similar ・前後は〔 〕方向

列挙 way（同様に）, likewise（同様に）, moreover（さらに）, similarly（同様に）, too（～もまた）, what is 比較級（さらに比なことに） 【列挙】first / second ・前後は〔 〕内容

/ third...finally（一番目、二番目…最後に）, first of all（まず第一に）, for one thing...for another（一つには...また）, in the first place（まず第

一に）, to begin with （まず第一に）, two～ four の小さな数字＝列挙スタートのマーク

【品詞】副詞（副詞相当語句）＝無印、接続詞＝ 、等位接続詞＝ 、前置詞＝ 、助動詞＝ 、二つの用法あり＝ 反転

vol¥WEyH


