
① ② ③ ④ ⑤

⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

【中学校国語ワークブック】
学習日：　　　　月　　　日（　　　　）

中学校国語　№196

［慣用句シリーズ　パートⅢ］　慣用句２１(喜び・楽しさ①）

①　肩の荷が下りる。 ア　おかしくて、たまらないこと。

②　胸をおどらす。 イ　安心して、ゆっくり眠ること。

年 組 氏名

＜問題＞次の①～⑩の慣用句の意味を、ア～コから選びましょう。

⑤　朝飯前のこと。 オ　勝負に勝つこと。

⑥　軌道に乗る。 カ　名前が、世間に広く知れ渡ること。

③　顔が売れる。 ウ　短い時間で出来る、簡単なこと。

④　へそで茶を沸かす。 エ　責任を果たして、ほっとすること。

⑨　軍配が上がる。 ケ　仕事、作業がぴったりと合うこと。

⑩　目を細める。 コ　物事が、順調に進むようになること。

⑦　枕を高くして寝る。 キ　期待する気持ちで、わくわくすること。

⑧　板に付く。 ク　うれしくて、ほほえむ様子。

①～⑩のうち、１つを選んで短い文を作ってみましょう。

慣用句の番号（　　　）



①エ ②キ ③カ ④ア ⑤ウ

⑥コ ⑦イ ⑧ケ ⑨オ ⑩ク

氏名

＜解答＞

①　肩の荷が下りる。 エ　責任を果たして、ほっとすること。

②　胸をおどらす。 キ　期待する気持ちで、わくわくすること。

【中学校国語ワークブック】 解答・解説シート

［慣用句シリーズ パートⅢ］　慣用句２１

年 組

⑤　朝飯前のこと。 ウ　短い時間で出来る、簡単なこと。

⑥　軌道に乗る。 コ　物事が、順調に進むようになること。

③　顔が売れる。 カ　名前が、世間に広く知れ渡ること。

④　へそで茶を沸かす。 ア　おかしくて、たまらないこと。

⑨　軍配が上がる。 オ　勝負に勝つこと。

⑩　目を細める。 ク　うれしくて、ほほえむ様子。

⑦　枕を高くして寝る。 イ　安心して、ゆっくり眠ること。

⑧　板に付く。 ケ　仕事、作業がぴったりと合うこと。

　だんだんと彼女は、キャプテンらしさが板に付いてきた。

①～⑩のうち、１つを選んで短い文を作ってみましょう。

慣用句の番号（　⑧　）文例



① ② ③ ④ ⑤

⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

【中学校国語ワークブック】
学習日：　　　　月　　　日（　　　　）

中学校国語　№197

［慣用句シリーズ　パートⅢ］　慣用句２２（喜び・楽しさ②）

①　目が肥える ア　自分から苦労して、世話をすること。

②　手塩にかける イ　強いものがさらに強力になること。

年 組 氏名

＜問題＞次の①～⑩の慣用句の意味を、ア～コから選びましょう。

⑤　胸をなでおろす オ　得意であって、自慢する様子。

⑥　腕を上げる カ　気持ちが合って、意気投合すること。

③　口に合う ウ　一時、華やかに栄えること。

④　鼻が高い。 エ　物の見方が、養われていること。

⑨　鬼に金棒 ケ　ほっと、ひと安心する様子。

⑩　気は心 コ　量は少ないが、真心がこもっている。

⑦　馬が合う キ　飲食物の味が好みに合う。

⑧　一花咲かせる ク　技術が上達すること。

①～⑩のうち、１つを選んで短い文を作ってみましょう。

慣用句の番号（　　　）



①エ ②ア ③キ ④オ ⑤ケ

⑥ク ⑦カ ⑧ウ ⑨イ ⑩コ

氏名

＜解答＞

①　目が肥える エ　物の見方が、養われていること。

②　手塩にかける ア　自分から苦労して、世話をすること。

【中学校国語ワークブック】 解答・解説シート

［慣用句シリーズ パートⅢ］　慣用句２２

年 組

⑤　胸をなでおろす ケ　ほっと、ひと安心する様子。

⑥　腕を上げる ク　技術が上達すること。

③　口に合う キ　飲食物の味が好みに合う。

④　鼻が高い。 オ　得意であって、自慢する様子。

⑨　鬼に金棒 イ　強いものがさらに強力になること。

⑩　気は心 コ　量は少ないが、真心がこもっている。

⑦　馬が合う カ　気持ちが合って、意気投合すること。

⑧　一花咲かせる ウ　一時、華やかに栄えること。

　この班の人たちとは馬が合って、毎日が楽しい。

①～⑩のうち、１つを選んで短い文を作ってみましょう。

慣用句の番号（　⑦　）文例



① ② ③ ④ ⑤

⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

【中学校国語ワークブック】
学習日：　　　　月　　　日（　　　　）

中学校国語　№198

［慣用句シリーズ　パートⅢ］　慣用句２３（哀しみ①）

①　肩身が狭い ア　相手が強くて、とてもかなわない。

②　耳が痛い イ　大変に、恥ずかしい思いをする。

年 組 氏名

＜問題＞次の①～⑩の慣用句の意味を、ア～コから選びましょう。

⑤　顔から火が出る オ　人や世間に対して、引け目を感じる。

⑥　断腸の思い カ　くやしくて、仕方のない様子。

③　胸がつぶれる ウ　どうすればいいのかわからず考え込む。

④　あごを出す エ　欠点をはっきり言われて、つらい。

⑨　頭を抱える ケ　悲しみや驚きで、心が苦しくなる。

⑩　唇をかむ コ　この上もなく悲しく、痛ましいこと。

⑦　骨が折れる キ　困難が多く、苦労すること。

⑧　歯が立たない ク　ひどく疲れて、動けないこと。

①～⑩のうち、１つを選んで短い文を作ってみましょう。

慣用句の番号（　　　）



①オ ②エ ③ケ ④ク ⑤イ

⑥コ ⑦キ ⑧ア ⑨ウ ⑩カ

氏名

＜解答＞

①　肩身が狭い オ　人や世間に対して、引け目を感じる。

②　耳が痛い エ　欠点をはっきり言われて、つらい。

【中学校国語ワークブック】 解答・解説シート

［慣用句シリーズ パートⅢ］　慣用句２３

年 組

⑤　顔から火が出る イ　大変に、恥ずかしい思いをする。

⑥　断腸の思い コ　この上もなく悲しく、痛ましいこと。

③　胸がつぶれる ケ　悲しみや驚きで、心が苦しくなる。

④　あごを出す ク　ひどく疲れて、動けないこと。

⑨　頭を抱える ウ　どうすればいいのかわからず考え込む。

⑩　唇をかむ カ　くやしくて、仕方のない様子。

⑦　骨が折れる キ　困難が多く、苦労すること。

⑧　歯が立たない ア　相手が強くて、とてもかなわない。

　とても、あの選手のプレーには自分たちでは歯が立たない。

①～⑩のうち、１つを選んで短い文を作ってみましょう。

慣用句の番号（　⑧　）文例



① ② ③ ④ ⑤

⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

【中学校国語ワークブック】
学習日：　　　　月　　　日（　　　　）

中学校国語　№199

［慣用句シリーズ　パートⅢ］　慣用句２４（哀しみ②）

①　虫が好かない ア　くやしさや無念な気持ちをこらえる。

②　袋のねずみ イ　がっかり(落胆）すること。

年 組 氏名

＜問題＞次の①～⑩の慣用句の意味を、ア～コから選びましょう。

⑤　気が気でない オ　努力がむだになること。

⑥　角が立つ カ　物事や人間関係が、おだやかでない。

③　水の泡 ウ　心身に、苦痛を強く感じる様子。

④　涙をのむ エ　気を悪くし、機嫌を損ねること。

⑨　骨身にこたえる ケ　ひどく心配で、落ち着かない様子。

⑩　肩を落とす コ　追いつめられて、逃げ場がないこと。

⑦　身を切られる キ　ひどく苦しい、または、ひどく寒い。

⑧　へそを曲げる ク　何となく気にくわないこと。

①～⑩のうち、１つを選んで短い文を作ってみましょう。

慣用句の番号（　　　）



①ク ②コ ③オ ④ア ⑤ケ

⑥カ ⑦キ ⑧エ ⑨ウ ⑩イ

氏名

＜解答＞

①　虫が好かない ク　何となく気にくわないこと。

②　袋のねずみ コ　追いつめられて、逃げ場がないこと。

【中学校国語ワークブック】 解答・解説シート

［慣用句シリーズ パートⅢ］　慣用句２４

年 組

⑤　気が気でない ケ　ひどく心配で、落ち着かない様子。

⑥　角が立つ カ　物事や人間関係が、おだやかでない。

③　水の泡 オ　努力がむだになること。

④　涙をのむ ア　くやしさや無念な気持ちをこらえる。

⑨　骨身にこたえる ウ　心身に、苦痛を強く感じる様子。

⑩　肩を落とす イ　がっかり(落胆）すること。

⑦　身を切られる キ　ひどく苦しい、または、ひどく寒い。

⑧　へそを曲げる エ　気を悪くし、機嫌を損ねること。

　最後の試合は、初戦で負けて涙をのんだ。

①～⑩のうち、１つを選んで短い文を作ってみましょう。

慣用句の番号（　④　）文例



① ② ③ ④ ⑤

⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

【中学校国語ワークブック】
学習日：　　　　月　　　日（　　　　）

中学校国語　№200

［慣用句シリーズ　パートⅢ］　慣用句２５（怒り）

①　耳にさわる ア　腹立たしくて、我慢できない。

②　腹の虫がおさまらない イ　うまく処理ができず、扱いに困る。

年 組 氏名

＜問題＞次の①～⑩の慣用句の意味を、ア～コから選びましょう。

⑤　あいた口がふさがらない オ　ひどくあわてること。

⑥　泡を食う カ　失敗し、恥をかく。

③　手を焼く ウ　機嫌が悪くて、気にさわる様子。

④　目の上のたんこぶ エ　何の返事も連絡もないこと。

⑨　梨のつぶて ケ　自分の活動にとって邪魔になる人。

⑩　虫の居所が悪い コ　聞いていて、いやだと感じる。

⑦　一杯食う キ　人にだまされること。

⑧　みそをつける ク　あきれてしまって、ものが言えない。

①～⑩のうち、１つを選んで短い文を作ってみましょう。

慣用句の番号（　　　）



①コ ②ア ③イ ④ケ ⑤ク

⑥オ ⑦キ ⑧カ ⑨エ ⑩ウ

氏名

＜解答＞

①　耳にさわる コ　聞いていて、いやだと感じる。

②　腹の虫がおさまらない ア　腹立たしくて、我慢できない。

【中学校国語ワークブック】 解答・解説シート

［慣用句シリーズ パートⅢ］　慣用句２５

年 組

⑤　あいた口がふさがらない ク　あきれてしまって、ものが言えない。

⑥　泡を食う オ　ひどくあわてること。

③　手を焼く イ　うまく処理ができず、扱いに困る。

④　目の上のたんこぶ ケ　自分の活動にとって邪魔になる人。

⑨　梨のつぶて エ　何の返事も連絡もないこと。

⑩　虫の居所が悪い ウ　機嫌が悪くて、気にさわる様子。

⑦　一杯食う キ　人にだまされること。

⑧　みそをつける カ　失敗し、恥をかく。

　僕たちが勝ち進むには、あのチームは目の上のたんこぶだ。

①～⑩のうち、１つを選んで短い文を作ってみましょう。

慣用句の番号（　④　）文例



・・・軽べつしながら笑うこと。

①～⑩のうち、１つを選んで短い文を作ってみましょう。

＜問題＞次の①～⑩の慣用句の意味を読んで、（　　　）に入る言葉を書きましょう。

③　猫（　　　）

④　顔に（　　　）

⑤　口を（　　　）

・・・いばった態度で人を使うこと。

・・・人の弱みにつけ込むこと。

・・・やさしいふりをするための声。

・・・人に恥をかかせること。

①　あごで（　　　）

②　足元を（　　　）

【中学校国語ワークブック】
学習日：　　　　月　　　日（　　　　）

中学校国語　№201

年 組 氏名

［慣用句シリーズ パートⅢ］　慣用句26

・・・悪いことをしているのに、知らないふ
        りをすること。

・・・周りの変化によって、がらりと態度を
         変えること。

⑥　手の（　　　　）

慣用句の番号（　　　）

⑦　油を（　　　）

⑧　鼻で（　　　）

・・・人の気持ちや行動をおだて、あおりた
         てること。



解答・解説シート

・・・人の気持ちや行動をおだて、あおりた
         てること。

・・・軽べつしながら笑うこと。

⑦　油を注ぐ

⑧　鼻で笑う

・・・いばった態度で人を使うこと。

・・・人の弱みにつけ込むこと。

・・・やさしいふりをするための声。

・・・悪いことをしているのに、知らないふ
        りをすること。

・・・周りの変化によって、がらりと態度を
         変えること。

⑤　口をぬぐう

⑥　手の裏を返す

③　猫なで声

あの人の発言のせいで、わたしは顔に泥をぬられてしまった。

①～⑩のうち、１つを選んで短い文を作ってみましょう。

慣用句の番号（　④　）文例

【中学校国語ワークブック】

年 組

・・・人に恥をかかせること。④　顔に泥をぬる

氏名

［慣用句シリーズ パートⅢ］　慣用句26

＜問題＞次の①～⑩の慣用句の意味を読んで、（　　　）に入る言葉を書きましょう。

①　あごで使う

②　足元を見る



⑦　目の（　　　　　　　　　）

⑧　煙に（　　　）

・・・何かにつけて，憎く思うこと。

・・・大げさにして、相手をまどわすこと。

慣用句の番号（　　　）

①～⑩のうち、１つを選んで短い文を作ってみましょう。

【中学校国語ワークブック】
学習日：　　　　月　　　日（　　　　）

中学校国語　№202

年 組 氏名

［慣用句シリーズ パートⅢ］　慣用句27

＜問題＞次の①～⑩の慣用句の意味を読んで、（　　　）に入る言葉を書きましょう。

②　四の五の（　　　）

③　言葉を（　　　）

④　水を（　　　）

①　お茶を（　　　）

・・・じゃまをして、うまくいかないように
        する。

⑥　鼻で（　　　　） ・・・相手をばかにして、冷たく扱うこと。

⑤　さばを（　　　）

・・・その場をいい加減にごまかすこと。

・・・あれこれと口出しをすること。

・・・はっきりとせず、あやふやに言う。

・・・数をごまかして、利益をむさぼるこ
        と。



・・・あれこれと口出しをすること。

・・・はっきりとせず、あやふやに言う。

・・・じゃまをして、うまくいかないように
        する。

みんなで一生懸命考えているときに、水を差すような発言は良くないよ。

①～⑩のうち、１つを選んで短い文を作ってみましょう。

慣用句の番号（　④　）

⑥　鼻であしらう

・・・その場をいい加減にごまかすこと。

④　水をさす

⑤　さばを読む

②　四の五の言う

③　言葉を濁す

【中学校国語ワークブック】

年

①　お茶を濁す

［慣用句シリーズ パートⅢ］　慣用句27

＜問題＞次の①～⑩の慣用句の意味を読んで、（　　　）に入る言葉を書きましょう。

解答・解説シート

組 氏名

・・・数をごまかして、利益をむさぼるこ
        と。

⑦　目のかたきにする

⑧　煙に巻く

・・・何かにつけて，憎く思うこと。

・・・大げさにして、相手をまどわすこと。

・・・相手をばかにして、冷たく扱うこと。



氏名

［慣用句シリーズ パートⅢ］　慣用句28

⑧　虫が（　　　） ・・・身勝手なこと。

慣用句の番号（　　　）

①～⑩のうち、１つを選んで短い文を作ってみましょう。

②　棚に（　　　　）

・・・話を大げさに言うこと。

・・・おろそかにする。ないがしろにする。

・・・知らないふりをして、そのままに放っ
         ておくこと。

・・・無理を通すこと。

【中学校国語ワークブック】
学習日：　　　　月　　　日（　　　　）

中学校国語　№203

年 組

・・・多くの中から選び出して、攻撃・非難
         する。

⑥　狸（　　　　）

⑦　猫を（　　　　）

・・・眠っている様子をよそおうこと。

・・・本性をかくして、やさしそうに見せか
         けること。

＜問題＞次の①～⑩の慣用句の意味を読んで、（　　　）に入る言葉を書きましょう。

③　横車を（　　　）

④　槍玉に（　　　　）

⑤　尾ひれを（　　　）

①　袖に（　　　）



・・・知らないふりをして、そのままに放っ
         ておくこと。

⑤　尾ひれをつける

③　横車を押す

④　槍玉に上げる

・・・眠っている様子をよそおうこと。

・・・本性をかくして、やさしそうに見せか
         けること。

まったく彼のすることは、何でもかんでも虫がいいよ。

①～⑩のうち、１つを選んで短い文を作ってみましょう。

慣用句の番号（　⑧　）

⑥　狸寝入り

⑦　猫をかぶる

【中学校国語ワークブック】

年

②　棚にあげる。・

［慣用句シリーズ パートⅢ］　慣用句28

＜問題＞次の①～⑩の慣用句の意味を読んで、（　　　）に入る言葉を書きましょう。

①　袖にする

解答・解説シート

組 氏名

・・・おろそかにする。ないがしろにする。

⑧　虫がいい ・・・身勝手なこと。

・・・無理を通すこと。

・・・多くの中から選び出して、攻撃・非難
         する。

・・・話を大げさに言うこと。



⑥　細工は（　　　）
・・・工夫はしっかりしてあるから、仕上が
         りを期待してほしいという意味。

①～⑩のうち、１つを選んで短い文を作ってみましょう。

＜問題＞次の①～⑩の慣用句の意味を読んで、（　　　）に入る言葉を書きましょう。

③　一か（　　　）

④　駆け引き

・・・何かするとき、お互いの調子や気持ち
         がぴったりと合っている様子。

・・・両者が同じようなことを繰り返しあっ
         て、きりがない様子。

・・・結果の予想がつかない状況のもとで、
         運を天にまかせて冒険してみること。

①　阿吽の（　　　）

②　いたち（　　　　）

・・・相手の出方に応じて態度を変え、物事
         を自分に有利にしようとすること。

【中学校国語ワークブック】
学習日：　　　　月　　　日（　　　　）

中学校国語　№204

年 組 氏名

［慣用句シリーズ パートⅢ］　慣用句29

・・・仕事などを適切に処理する意味。⑤　切り（　　　）

⑦　正念（　　　）

⑧　水魚の（　　　　　）

・・・失敗することが許されない大事な場面
         のこと。

・・・非常に親密な交際、交友関係のこと。

慣用句の番号（　　　）



・・・非常に親密な交際、交友関係のこと。

⑥　細工は流流

・・・何かするとき、お互いの調子や気持ち
         がぴったりと合っている様子。

・・・両者が同じようなことを繰り返しあっ
         て、きりがない様子。

さあ、いよいよこの試合の正念場だぞ。気合を入れ直してやらなくては。

①～⑩のうち、１つを選んで短い文を作ってみましょう。

慣用句の番号（　⑧　）

解答・解説シート

・・・工夫はしっかりしてあるから、仕上が
         りを期待してほしいという意味。

⑦　正念場

⑧　水魚の交わり

・・・失敗することが許されない大事な場面
         のこと。

・・・結果の予想がつかない状況のもとで、
         運を天にまかせて冒険してみること。

・・・相手の出方に応じて態度を変え、物事
         を自分に有利にしようとすること。

・・・仕事などを適切に処理する意味。

④　駆け引き

⑤　切り盛り

③　一か八か

＜問題＞次の①～⑩の慣用句の意味を読んで、（　　　）に入る言葉を書きましょう。

①　阿吽の呼吸

②　いたちごっこ

【中学校国語ワークブック】

年 組 氏名

［慣用句シリーズ パートⅢ］　慣用句29



⑨　満を（　　　）

⑩　らちが（　　　　）

・・・準備を十分にして機会がくるのを待つ
         こと。

・・・物事のきまりがつかない、事がはかど
         らないという意味。

慣用句の番号（　　　）

①～⑩のうち、１つを選んで短い文を作ってみましょう。

【中学校国語ワークブック】
学習日：　　　　月　　　日（　　　　）

中学校国語　№205

年 組 氏名

［慣用句シリーズ パートⅢ］　慣用句30

＜問題＞次の①～⑩の慣用句の意味を読んで、（　　　）に入る言葉を書きましょう。

④　年貢の（　　　　）

⑤　破竹の（　　　　）

①　青雲の（　　　　）

②　第（　　　　）

・・・とどめることができない勢いという意
         味。

⑧　本（　　　） ・・・優勝の第一候補のこと。

⑥　破天（　　　）

・・・自立し、世に出て、高い成功をおさめ
         ようとする功名心。

・・・理屈で説明はつかないが、鋭く物事の
         本質をつかむ心の働き。

・・・どうしても逃げられない責任を果たす
         ときの意味。

・・・今まで誰もやらなかったことをやり遂
         げるという意味。



・・・理屈で説明はつかないが、鋭く物事の
         本質をつかむ心の働き。

④　破竹の勢い

⑤　破天荒

③　年貢の納めどき

・・・優勝の第一候補のこと。

・・・どうしても逃げられない責任を果たす
         ときの意味。

・・・とどめることができない勢いという意
         味。

・・・今まで誰もやらなかったことをやり遂
         げるという意味。

①　青雲の志

解答・解説シート

組 氏名

今日は弟六感がさえて、予想が次々と当たっていく。

①～⑩のうち、１つを選んで短い文を作ってみましょう。

慣用句の番号（　②　）

⑥　本命

・・・自立し、世に出て、高い成功をおさめ
         ようとする功名心。

⑦　満を持す

⑧　らちがあかない

・・・準備を十分にして機会がくるのを待つ
         こと。

・・・物事のきまりがつかない、事がはかど
         らないという意味。

【中学校国語ワークブック】

年

②　第六感

［慣用句シリーズ パートⅢ］　慣用句30

＜問題＞次の①～⑩の慣用句の意味を読んで、（　　　）に入る言葉を書きましょう。
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