…を問わず
regardless of…
1. ディズニーランドは季節を問わず楽しめる。
2. このeスポーツの大会はプロ、アマを問わずだれでも参加できます。
3. モバイルwifiがあれば旅行先でも場所を問わずネットが使える。
4. 週末でも上司から昼夜を問わず電話がかかってくる。
…に限り
Only for …
1. 本日に限り全品50%OFF！
2. 六本木ヒルズの図書館は会員に限りご利用いただけます。
3. LINEで友達登録をしてくれた方に限りドリンク一杯無料。
4. VRのアトラクションは13歳以上の方に限りご利用いただけます。
…において
at/in …
1. 2020年のオリンピックは東京において行われます。
2. 東京ゲームショーにおいてPS4の新しいゲームが公開された。
3. ソーシャルメディアにおけるストーカーの問題について読んだ。
4. コインチェックにおいて仮想通貨NEMが流出した。
…をめぐって
about …
1. 新しいプロジェクトをめぐって社内で意見が分かれている。
2. 銃規制をめぐってはげしい議論が行われている。
3. イギリスのEU離脱をめぐって交渉が行われている。
…をもとに
based on …
1. Google Maps をもとにキャンプ場までの行き方を決めた。
2. ブラックパンサーはコミックをもとに作られた映画です。
3. Wikipediaをもとに論文を書くなんて信じられないよね。
4. そのアプリはユーザーの意見をもとに改善され続けている。

…とは限らない
not always …
1. お金持ちが幸せだとは限らない。
2. iPhoneXを持っていても、いつもきれいな写真が撮れるとは限らない。
3. 原宿が好きだからといっておしゃれだとは限らない。
4. 日本語の先生がみんな漢字が得意だとは限らない。
…次第
once …
1. 仕事が終わり次第LINEするね。
2. クライアントから返事をもらい次第チームミーティングをしよう。
3. 新製品の仕様書が届き次第、内容を確認します。
4. この居酒屋のお会計が終わり次第カラオケに行こう！
…あげく
in the end
1. あの二人は何ヶ月も話し合ったあげく離婚することになった。
2. 彼女は社内でのセクハラについて悩んだあげく会社を辞めてしまった。
3. 彼はUNIQLOのセールで買った服についてさんざん文句を言ったあげく返品したらし
い。
…おそれがある
might be …
1. 明日は大雨になるおそれがあります。
2. データが全て消えてしまうおそれがありますのでバックアップを取ってください。
3. すぐにバグを修正しないと個人情報が流出するおそれがある。
4. たばこを吸い続けると肺がんになるおそれがある。
…を通じて
through…
1. 国際交流パーティーを通じてたくさんの友達ができた。
2. 今回のキャンプを通じて色々な新しい体験をした。
3. Tinderを通じて彼と知り合いました♡
4. 私はジブリ映画を通じて日本に興味を持つようになりました。

…にもかかわらず
despite…
1. 彼は東京に住んでいるにもかかわらず山手線に乗ったことがないらしい。
2. 悪天候にもかかわらず Fuji Rock Festival には多くの人が来場しました。
3. 彼女は英語がとても上手であるにもかかわらず人前ではほとんど英語を話さない。
…につき
because…
1. トイレ清掃中につきお足元にご注意ください。
2. 当webサイトはメンテナンス中につき、ただ今ご利用いただけません。
3. この映画はR18指定につき18歳未満の方はご覧になれません。
4. 台風接近につき本日の野外ライブは中止します。
…ざるを得ない
have to …
1. 彼女はクライアントとトラブルを起こして会社を辞めざるを得なくなった。
2. あの政治家は浮気が発覚して離婚せざる得なくなったらしい。
3. このwebサイトはパスワードを忘れてログインできなくなったらアカウントを作り直さ
ざるを得ない。
…ことはない
don’t have to…
1. 今ビックカメラで定価で Nintendo Switch 売ってるよ。ネットで高く買うことはない
よ。
2. リモートで仕事できたら毎朝こんでる電車に乗ることもないんだけどなぁ。
3. 同僚みんなとLINEで友達になることはないよ。
…て以来
since …
1. この会社に入って以来毎日仕事で日本語を使ってる。
2. 日本に来て以来一度も国に帰っていません。
3. iPhoneXを買って以来、毎日写真を撮ってる。
4. Twitterを始めて以来たくさんの人に出会いました。

…ようがない
no way to…
1. スマホの画面こんなに割れてしまったら直しようがないんじゃない？
2. 飛行機が欠航なら今回は行きようがありませんね、ハワイ旅行は延期しましょう。
3. 彼にLINEブロックされちゃったから、もう連絡の取りようがない。
…にしては for
… considering it’s…
1. 彼は一年しか日本語を勉強していないにしては漢字をよく知っている。
2. 今日はこの時期にしては寒い。
3. 彼女はモデルにしてはファッションに興味がないよね。
4. このデスクトップ、Appleにしては安くない？
…としたら
imagine if…
1. 転職するとしたらどんな仕事がしたい？
2. 新しいスマホを買うとしたら次はAndroidがいいな。
3. 花粉症が治るとしたら高い薬でも買いたいよ。
4. この服をメルカリで売るとしたらいくらで売れるかな。
…ないことには
if you don’t do …
1. 納豆が好きかどうかは食べてみないことには決められないよ、食べてみて！
2. VRゲームの楽しさは体験してみないことには分かりません。
3. その辞書アプリが本当に使いやすいかどうかは、実際に使ってみないことには判断でき
ない。
…にかけては
the field of …
1. Splatoon 2 にかけてはクラスの中でぜったい私が一番うまい！
2. うちの会社でこのプログラミング言語にかけては彼より詳しい人はいませんよ。
3. スノボにかけては自信あるから教えてあげるよ、一緒に行こう。

…といっても
it’s not actually like that
1. フランスに留学するといっても三ヶ月だけですよ。
2. 東京都といってもこの辺は山や川があってとても静かなんです。
3. Facebookをやってるといっても最近はときどき友達の投稿を見るぐらいだよ。
…やら…やら
…, … etc.
1. 週末は洗濯やら掃除やら忙しいんです。
2. この会社に就職してから年金やら保険やら毎日勉強しています。
3. 昨日はビールやらワインやら色々飲んじゃったから今日は二日酔いだよ。
4. あの子はLINEやらSnapchatやら一日中彼氏とやり取りしてる。
…一方だ
situation … is going to continue
1. 会社を辞めたいという彼の思いは強くなる一方だ。
2. 個人情報流出のニュースが出てからFacebookに対するユーザーの不信感は深まる一方
だ。
3. 旅行好きの彼女とつきあい始めてから貯金が減る一方だよ。
…つつも
although …
1. 体重を気にしつつもスタバに行くといつも甘いものを飲んじゃう。
2. ケンは7月にJLPT受けると言いつつもまだ何も勉強してないみたいだよ。
3. 目に悪いと思いつつも夜ベッドの中でスマホを見るのやめられないよね〜。
…だけあって
is a matter of course because of …
1. 彼はゲーム開発者だけあってゲームがうまいなぁ。
2. あのヘッドホンはもともと高かっただけあってメルカリで高く売れた。
3. Akoは日本語の先生だけあって日本語を教えるのが上手だね！

…ものの
…, but
1. どうぶつの森を始めてみたものの、友達がいないから楽しくないな。
*どうぶつの森: Animal Crossing
2. ダイエットしてやせたものの、リバウンドしてまた元に戻っちゃった。
3. ポケモンセンターに行ったものの、写真だけ撮って何も買わずに帰ってきた。
…きり
Since… *the situation hasn’t changed after that
1. 彼とは忘年会で会ったきり連絡を取っていません。
2. このアプリ、インストールしたきり一度も使ってないから削除しようかな。
3. Instagram？ あぁ、アカウントを作ったきりまだ写真をアップしてないんだよ。
…どころじゃない
not a situation where I can do…
1. もうすぐJLPTだからゴールデンウィークは旅行どころじゃない。
2. 夕飯の準備をしていたらキッチンでゴキブリを見つけて料理どころじゃなくなった。
3. やばい、カラオケどころじゃないよ、終電の時間だ！
…というより
rather than...
1. この電車はエアコンが強すぎて涼しいというより寒いぐらいですね。
2. ここはオフィスというよりカフェみたいだね。
3. 彼の言ってることは意見というよりただの文句じゃない？
4. あの子は頭がいいというより天才だと思う。
…はともかく
leaving aside …
1. このアプリはデザインはともかく便利ですよね。
2. 彼は性格はともかく頭はいい。
3. あの居酒屋は料理はともかく雰囲気が好きじゃないんだ。
4. FamilyMart の食べ物は、お弁当はともかくおでんはおいしいよ。

…ことにする
pretend…
1. 好きな人のインスタに知らない女の子が写ってた。見なかったことにしよう。
2. あ、ごめん、今の話は聞かなかったことにして。
3. iTunesのアップデートのとき色々書いてあるけど、とりあえず全部読んだことにして
「同意する」をクリックする。
…に比べて
compared to …
1. カリフォルニアの夏に比べて東京の夏のほうが湿度が高い。
2. 服を売るなら古着屋に比べてMercariのほうが高く売れると思うよ。
3. 10年前に比べて Google Maps をwebサイトに埋め込む会社が増えましたね。
…つつ
while…
1. 今週末のJLPTのことが気になりつつ昨日も夜遅くまでNetflix見ちゃった。
2. 将来のことを考えつつ新しい仕事を探さなきゃ。
3. そろそろ新しいパソコンを買おうと思いつつ5年前に買ったものをまだ使っています。
…かねない
might …
1. 彼はこのまま勤務態度が悪ければクビになりかねない。
2. ゲームやソーシャルメディアに夢中になるとネット依存症になりかねませんよ。
3. え、ケンが浮気したの！？ うーん、ケンならやりかねないかなぁ。
たとえ…ても
even if …
1. たとえ会社を辞めても今のチームメンバーとはずっと友達でいたい。
2. たとえ台風が来ても Tokyo Game Show に行くよ。
3. たとえ飛行機のチケットが高くてもクリスマスは実家に帰ります。
…からして
judging from…
1. Pokémon Quest? タイトルからしておもしろそうなゲームだね！
2. このバーは外から見た雰囲気からしてすごく高そうですね。
3. うーん、このワンピースは色からして私には似合わないよ。

…として
as …
1. スマホをカメラとして使う。
2. 私は十年前にJETプログラムで教師として日本に来ました。
3. 彼は人気YouTuberとして最近よくテレビにも出てるよ。
4. 私たちのレストランのオーナーは有名なシェフだけど、私は人として彼が好きじゃな
い。
…わけにはいかない
can’t …
1. 月曜日に面接があるから今週末は遊びに行くわけにはいきません。
2. 二日酔いだからといって会社を休むわけにはいかないよ。
3. 妻からのLINEを無視するわけにはいきません。
4. ごめん、その件については今はまだ話すわけにはいかないんだ。
…わけではない
doesn't always mean …
1. 東京に半年住んでいたからといって日本語が話せるというわけではありません。
2. オタクがみんな日本のアニメ大好きなわけではないよ。
3. 私はエンジニアだけどWordやExcelに詳しいわけじゃないから、質問されるとちょっと
困る。
まし
it's not the worst
1. 納豆より生卵のほうがまし。
2. 暑いより寒いほうがまし。東京のこの暑さは本当に無理！
3. 何も食べないよりインスタントラーメンでも食べたほうがましじゃない？
4. 今の仕事は好きじゃないけど、それでも前の仕事よりずっとまし。
…にすぎない
only …
1. 彼が会社を辞めるという話はうわさにすぎない。
2. JLPTは試験のひとつにすぎませんが、合格したらきっと自信につながります。
3. 日本の医者における女性の割合はまだ20%にすぎない。
4. 今回の汚職事件は氷山の一角にすぎない。

…に限る
… is the best
1. 夏はキンキンに冷えたビールに限るね！
2. やっぱりラーメンはとんこつに限るよ。
3. 渋谷は駐車場がとても高いから電車で行くに限ります。
4. 健康について心配なことがあるなら、ググらないで病院に行くに限るよ。
*ググる：to Google
…一方
… on the other hand
1. このwebsiteは使いやすい一方、個人情報の管理方法について不安もある。
2. Twitterは多くの情報が得られる一方、真実と異なる情報も多く存在するので注意が必要
だ。
3. この辺りは平日は人が多い一方、週末は静かでいい場所ですよ。
…さえ …ば
only if …
1. Netflixさえあれば何時間でも時間をつぶせる。
2. 時間さえ合えば私もその meetup に参加したいと思っています。
3. 住所さえ分かれば Google Maps で調べて一人で行けるよ。
4. 彼女さえいれば生きていけます。
5. ネコさえいれば生きていけます。
…ないことはない
there’s a possibility that …
1. 渋谷から六本木まで歩けないことはないですが、かなり遠いですよ。
2. 金曜の飲み会、行けないことはないけど今月はあまりお金を使いたくないんだ。
3. そのアプリはiPhoneでも使えないことはないけどバージョンが古い。
…にしろ…にしろ
either...or.....are both
1. 犬にしろ猫にしろ生き物を飼うなら大切にしなきゃ。
2. AmazonにしろRakutenにしろ買い物するならアカウント登録は必要なんじゃない？
3. AndroidにしろiPhoneにしろこのアプリは使えるはずです。
4. 東京にしろ大阪にしろ通勤電車は込んでるよ。

…ものなら
if I could …
1. 私も今年のコミケに行けるものなら行きたかったけど仕事だったんだ。
2. 前の彼のこと、忘れられるものなら忘れたいよ。
3. 新しい MacBook 買えるものなら買いたいですね。
4. 簡単にやせられるものならやせたいけど、私にはダイエットは無理。
…つもり
It's not really like that, but I've come to feel...
1. ハワイに行ったつもりでフラダンスを踊りましょう。
2. 観光客になったつもりで京都のガイドブックを読んでみた。
3. 社長になったつもりで仕事しろって言われたけど、私は社長じゃないし、そんなの無
理。
…次第
depending on …
1. 週末キャンプに行けるかどうかは天気次第だね。
2. 次回のJLPTの結果次第で転職するかどうか決めるつもりです。
3. 上司の気分次第で会議が長くなることがあって本当にやだ。
4. 忘年会のお店をどこにするかは予算次第だなぁ。
…際
when …
1. 当店をご利用の際はお一人様一品以上のご注文をお願いします。
2. Tokyo Game Show にお越しの際は電車やバスをご利用ください。
3. 当サイトに写真やレビューを投稿する際は個人情報の取り扱いにご注意ください。

