
…うちに  

while …  
1. JLPTの勉強をしているうちに眠くなっちゃった。  

2. YouTubeを見ているうちに私も動画を作ってみたくなった。  

3. ポケモンGOをやっているうちに近所の道にくわしくなってきました。  

4. 寝ているうちにやせられるサプリメントがあるって本当！？  

…たびに  

whenever…  
1. コンビニに行くたびにPockyを買っている。  

2. iOSのアップデートを適用するたびにスマホが重くなっていく気がする。  

3. Monster Hunter をやるたびに前の彼氏を思い出す。  

4. 子どもと外を歩くたびに「かわいいですね」と知らない人に声をかけられる。  

…てもらってもいいですか  

Could you …  
1. 花見のときワインを持ってきてもらってもいい？  

2. Suicaで払わせてもらってもいいですか。  

3. 来週 Nintendo Switch 見せてもらってもいい？  

4. すみません、やっぱりカフェラテじゃなくてカフェモカにしてもらってもいいですか。 

…ばかり  

always doing …  
1. ぼくの妻はスマホのゲームをしてばかりいる。  

2. Twitterで文句ばかり言っている人がいる。  

3. リカは自分の彼氏の話ばかりしている。  

4. そんなに飲んでばかりいると病気になるよ。  

…ばよかった  

should’ve…  
1. 学生のときもっと勉強すればよかった。  

2. こんなに甘いフラペチーノじゃなくてふつうのコーヒーを注文すればよかった。  

3. うわー、酔っ払って前の彼女にLINEしなければよかった。  

4. もっと前からTwitterでAkoをフォローすればよかった。 



…ばかりでなく  

not only …  
1. 彼はサッカーばかりでなくテニスやバスケも上手なんです。  

2. Hello Kitty は子供ばかりでなく大人にも人気がある。  

3. ディズニーランドは週末ばかりでなく平日もとてもこんでいる。  

4. 中国語ばかりでなく日本語でも漢字を使います。  

…について  

about …  
1. フェアトレードについてGoogleで調べよう。  

2. Akoは日本語についてツイートしてます。  

3. 日本のビザについて詳しい人を探しているんだけど、だれか知ってる？ 

4. 友達と飲みながらゼルダの伝説について朝まで話した。 

…おかげで  

thanks to …  
1. この教科書のおかげでN1に合格できました。  

2. Twitchのおかげで色んなゲームを見ることができて楽しい。  

3. ケンが車を貸してくれたおかげでスノボに行けた。  

4. AKB48の歌のおかげで日本語の勉強が楽しくなりました♡ 

…に決まってる  

no doubt that …  
1. Akoが富士山に登るなんて、むりに決まってるよ。  

2. あの二人はつきあってるに決まってるよ！  

3. 六本木のマンションは高いに決まってる。  

4. 見て見て。人が集まってる。ポケモンGOに決まってるよ。伝説ポケモンがいるのか
な！？ 

…まま  

keep…, leave…  
1. まどを開けたまま家を出てきてしまいました。  

2. スマホをマナーモードにしたままだったので電話に気づきませんでした。  

3. wifiをオフにしたままYouTubeで長い動画を見ちゃった。  

4. あ、彼女からLINEもらったまま返信してなかった、やばい！ 



…のかわりに  

instead of…  
1. 最近パンのかわりにごはんを食べている。  

2. 東京ディズニーランドのかわりに大阪のユニバーサルスタジオに行かない？  

3. FB messenger のかわりにLINEを使うことが多くなった。  

4. 私はテレビのかわりにNetflixを見てます。 

…させられる  

to be made to do …  
1. 駅で彼氏に一時間も待たされた。  

2. きのうも先輩にたくさん飲まされました。  

3. 親にバイトを辞めさせられた。  

4. じゃんけんで負けたから、ハロウィンパーティで私だけピカチュウのコスチュームを着
させられたよ。  

…てしょうがない  

very…  
1. きのう夜遅くまでNetflix見てたから今日は眠くてしょうがない。  

2. Perfumeのコンサートに行きたくてしょうがないけどチケットが取れないよ～。 3. 最
近、前の彼氏が毎日うちの前に立ってるの。怖くてしょうがない。  

…みたい  

like …  
1. 今日は暖かくて春みたいな天気だね。  

2. Tetrisみたいなパズルゲームがやりたい。  

3. うちのマネージャーみたいな上司には絶対になりたくない。  

4. 駅のまわりにスタバみたいなカフェがたくさんある。  

5. 最近 Patreon みたいなシステムが人気だね。 

…によれば …によると  

according to …  
1. Google Maps によればそのホテルまで車で一時間ぐらいで行けるようです。  

2. ねえ、知ってる？うわさによるとあの二人は別れたらしいよ。  

3. 部長によると今年のボーナスはいつもより多くなるらしい。本当かな！？  



…なきゃ  

have to…  
1. 明日日本語のテストだから今日は勉強しなきゃ。  

2. あ、シャンプーがなくなりそう。買いに行かなきゃ。  

3. PS4の新しいゲームが出るみたい。チェックしなきゃ。  

4. 花見の場所のこと友達にLINEしなきゃ。  

5. もうすぐ終電の時間だ、帰らなきゃ！ 

…はじめる  

start …ing  
1. さくらが咲きはじめた。もうすぐ花見ができるね。  

2. 彼はお酒を飲むと仕事の文句を言いはじめる。  

3. 最近iPhoneでモバイルSuicaを使いはじめました。便利ですね。  

4. Game of Thrones を見はじめたら寝られなくなっちゃった。 

…につき  

per …  
1. Amazonのプライム会員は一年につき3,900円の会費がかかります。  

2. このバスは大人一人につき子供二人まで無料で乗れる。  

3. 当店ではNintendo Switch はお一人様につき一台のみご購入いただけます。 

…たばかり  

have just done…  
1. このアプリは入れたばかりだからまだ使い方がよく分からない。  

2. 昨日あのバーに飲みに行ったばかりなのに今日また行くの！？  

3. 買ったばかりのスマホをなくしちゃった。  

4. ケンとリカは結婚したばかりでラブラブだね♡  

AはもちろんBも  

not only A, but also B  
1. ケンは英語はもちろん中国語とフランス語も話せる。  

2. ポケモンのキャラクターはピカチュウはもちろん、ミュウやアルセウスも人気がある。  

3. 最近Twitchではゲームはもちろんアニメなど様々なカテゴリーの動画も配信されていま
す。 



…し続ける  

to continue to do…  
1. あの子はカラオケに行くとアニソンを歌い続けるよ。  

*アニソン = アニメソング  

2. すごく楽しいチャットボットを見つけて、昨日二時間も遊び続けちゃった。  

3. 私は10年間Akoと日本語を勉強し続けています。 

…べき  

should …  
1. 日本に住んでいるなら一度は富士山に登るべき。  

2. 来週友達の結婚式に行くんだけどスーツを着ていくべきかなぁ。  

3. 絶対Nintendo Switch 買うべきだよ、おもしろいよ！  

4. 彼女がいるのに、今ほかに好きな人もいて、どうするべきか分からない。  

…なさそう  

not seem…  
1. 彼はもう私のこと好きじゃなさそう。私たち別れるかも。  

2. リカは今日の飲み会に行きたくなさそうだったよ。  

3. 次回のMeetupはあまりおもしろくなさそうだから私は行かない予定です。  

…はず  

must be…  
1. ケンはベジタリアンだから焼き肉は食べないはずだよ。  

2. そのアプリは App Store で見つけられなかったからiPhoneでは使えないはず。  

3. 私の彼氏は私とつきあい始めてから Tinder やめたはずだけど… え？なにこれ！？ 

…せいで  

because of …  
1. Netflixのせいで今日も寝不足。  

2. 飛行機が遅れたせいでPerfumeのライブに間に合わなかったよ。  

3. 今日サッカーでうちのチームが負けたのはケンのせいだ。  

4. 仕事がうまくいかないのをほかの人のせいにするのはやめて。  



…たって  

even if …  
1. 今から勉強したって７月にN2に合格するのは無理です。  

2. どんなにライブに行ったってARASHIとは結婚できないよ。  

3. 一日ぐらい寝なくたって大丈夫だよね、もうちょっとNetflix見よう。  

4. 社長と飲みに行ったって給料は上がりませんよ。 

…なら  

if …  
1. 彼がFacebookやめるなら私もやめようかな。  

2. パリに行くなら毎年フランスに行っているリカに話を聞いてみたら？  

3. 東京でハンバーガーを食べるなら Burger Mania がおすすめだよ。  

4. 着ない服があるならメルカリで売ったら？ 

…ほど…ない  

not … as …  
1. 北海道の夏は東京の夏ほど暑くありません。  

2. ぼくは Twitter のアカウントは持ってるけどAkoほどヘビーユーザーじゃないよ。  

3. iPhone8 は iPhoneX ほど高くない。  

4. 今このゲームは昔ほど人気ないよね。  

…てからでなければ  

Unless …  
1. N3に合格してからでなければN2の勉強が始められない。  

2. Netflix はアカウント登録してからでなければご利用いただけません。  

3. ジーンズははいてからでないとサイズが決められない。  

1. やせてからじゃないと水着が着られないー！ 

…向け  

for …  
1. この教科書は初心者向けです。  

2. 来週の Meetup はデベロッパー向けだけどデザイン関係の人も来るよ。  

3. これはゲーマー向けに作られたキーボードです。  

4. Netflixには子供向けの番組もたくさんある。 



…ば…ほど  

the more… the more  
1. このアプリはすごく便利で使えば使うほど好きになる。  

2. 飛行機のチケットは安ければ安いほど助かります。  

3. Disney Land は長くいればいるほどお金を使っちゃう。  

4. 年を取れば取るほどダイエットするのが難しくなるよねぇ。  

… させてもらう  

do … *polite, humble  
1. 明日またご連絡させていただきます。  

2. ちょっと相談させてもらいたいことがあるんだけど週末会える？  

3. すみません、このスカート試着させてもらってもいいですか。  

4. 来月のワークショップでプレゼンさせてもらえますか。 

…気味  

a little …  
1. 最近疲れ気味なので週末は家でゆっくりします。  

2. かぜ気味なら早く寝たほうがいいよ。  

3. プロジェクトが遅れ気味なので今週は土曜も仕事します。  

4. ちょっと太り気味のネコはかわいいよね。  

5. ちょっとやせ気味のネコもかわいいよね。 

…ばいいのに  

why don’t you …  
1. 場所が分からないなら Google Maps で調べればいいのに。  

2. 彼女のこと好きなの？ごはんとか誘ってみればいいのに。  

3. そんなにFacebookがきらいならやめればいいのに。  

4. え、来週JLPT受けるの！？それなら飲みに行かなければいいのに。 

…ついでに  

taking the opportunity  
1. MUJIに行くついでにUNIQLOも見てみよう。  

2. Amazonで日本語の教科書を買ったついでにマンガも買っちゃった。  

3. コンビニ行くの？ついでにパン買ってきてくれない？  

4. 夕飯を作るついでに次の日のお弁当も作ります。 



…というN  

N named …  
1. 日本の BabyMetal というバンドは海外でも人気があるようです。  

2. ねこあつめというゲームやったことある？ 超かわいいよね。  

3. Akoという日本語の先生知ってる？  

4. 東京にある Burger Mania というお店のハンバーガーはすごくおいしいよ。 

…そうもない  

unlikely to …  
1. うーん、この映画はNetflixで見られそうもないね。  

2. 仕事が終わらないから今日の飲み会は行けそうもない。  

3. 私は今月のワークショップに参加しますが、今回はプレゼンはできそうもありません。  

4. 来週も涼しくなりそうもありませんね。  

…かけ  

unfinished  
1. この飲みかけのコーラはだれの？  

2. Rakutenのアカウントを作りかけて、やっぱりやめた。Amazonで買う。  

3. やりかけの仕事があるけど今日はもう帰ろう。おつかれさまでした！  

4. 作りかけのガンダムのプラモデルが三つもあるけど、これどうするの？  

…しかない  

have no choice but to  
1. 私は Disney Land があまり好きじゃないけど、彼女がどうしても行きたいって言うから
行くしかない。  

2. あぁ、私は Twitter 見すぎ。Twitterのアプリをスマホから消すしかないね。  

3. 今週は疲れたなぁ。今日は金曜日。飲むしかない！  

…ずに  

without doing …  
1. ひらがなカタカナを習わずに日本語を勉強するのは難しいと思う。  

2. 森さんはきのうの打ち上げに来たけど、ぜんぜん飲まずに帰っちゃったよ。  

3. その書類はメールで送らずFAXで送ってください。  

4. 大変だったら無理せずいつでも相談してね。 



…かも  

might …  
1. ごめん、10分ぐらい遅れるかも。先に飲んでて。  

2. 来年友達と東京に行くかも。楽しみ。  

3. 私は今日は忙しいからチャットできないかも。  

4. のどが痛いなぁ。かぜをひいたかも。  

5. あれ、スカートがきつい。太ったかも。やばい！ 

…こともある  

there are also times …  
1. 私はたいてい早く寝るけど、夜遅くまでNetflixを見ることもあります。  

2. 両親と電話だけじゃなくてSkypeで話すこともあるよ。  

3. 仕事で日本語を使うこともあるけど、ほとんど英語です。  

4. 飲みすぎることもあるよ。しょうがない！  

…だらけ  

full of …  
1. このゲーム、バグだらけだよ。無料のゲームだけど、これはひどい。  

2. 大人になっても泥だらけになって遊ぶのは楽しいね。  

3. 金曜の終電は酔っ払いだらけで本当にきらい。あ、私も酔っ払いだけど。  

4. このwebsiteは広告だらけで見にくい。 

…がる  

(the third person) feels...  
1. ケンは Splatoon2 で友達に負けてくやしがっている。  

2. 彼は英語が話せるのに、はずかしがってあまり話さない。  

3. うちのネコはあまり外に出たがりません。  

4. リカは Instagram で見たものをすぐまねしたがる。  

…っぱなし  

leave on  
1. テレビをつけっぱなしで寝ないで。  

2. 最近暑いから家にいるときエアコンをつけっぱなしにしてる。  

3. レストランでスマホをテーブルの上に出しっぱなしにしてトイレに行く人がいる。 

4. 昨日イヤホンをつけっぱなしで寝ちゃったから耳が痛い。 



…ように言う  

to tell to do…  
1. 父は医者にたばこをやめるように言われたのにまだ吸っています。  

2. ネコにキッチンに入らないように言ってるけど、いつも入ってきちゃう。  

3. 上司に仕事中に Twitter をやり過ぎないように言われちゃった。やばい。  

…出す  

start …  
1. ケンはカラオケに行ってすぐにAKB48の歌を歌い出した。  

2. 別れたいと言ったら彼女は泣き出した。  

3. 昨日の夜、Google Home が急に話し出してびっくりしたよ。  

4. 雨が降り出したのでコンビニでかさを買いました。  

…さえ  

even …  
1. 来月パリに行くのに飛行機のチケットさえまだ買ってないよ。  

2. 車を運転しているときでさえスマホを見てる人がいて信じられない。  

3. Fuji Rock Festival に行ったけどステージが遠すぎてアーティストの顔さえ一度も見えな
かった。 

…っぽい 

… ish 
1. このイラストは３Dっぽくて面白いですね。 

2. とんこつラーメンは好きだけど、あぶらっぽいのはあまり好きじゃない。 

3. 彼女の話し方は子供っぽくてイライラする。 

4. あの黒っぽい服を着てる人かっこいいね。


