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第第１１課課  (001-010)  
 
 
 
001 あっての 

～があってはじめて可能な 
used to emphasize that something is possible because something else exists or has 
been done. 
Formation: [noun] ＋ あっての 

 
① 仕事を続けてこられたのは、妻の支援あってのことだ。 

It is because of my wife’s support that I have been able to continue my work. 

② 彼が突然姿を消したのもわけあってのことにちがいない。 
There must be a good reason for his sudden disappearance. 

③ 命あっての物種だ。ここはおとなしくしていたほうがいい。 
We can’t risk our lives here. We’d better stay out of this. (命あっての物種だ is an idiomatic 
expression that literally means “life makes everything else possible,” or “while there is life, 
there is hope.”  物種： source; origin.) 

④ 家内あっての私だ。いつまでも健康でいてほしい。 
My wife is everything to me. I hope she will have a long, healthy life. 
(Lit., Thanks to my wife, I can go on with my life. I hope…)  

⑤ 職場に復帰できたのも、家族の協力あってのことだ。 
It is because of my family’s support and cooperation that I have been able to return to work. 

 
 
002 いかんだ、いかんで（は）、いかんによって（は） 

いかんだ、いかんで、いかんによって： ～によって（決まる） 
いかんでは、いかんによっては： ～によっては（～という可能性もある） 
いかんだ、いかんで、いかんによって (to be affected, controlled, or decided by) to 
depend on; depending on.  いかんでは、いかんによっては (used to say that 
something may happen or be done, depending on something else) depending on.   
Formation: [noun] ＋ いかんだ 

 
① 開演に間に合うかどうかは、道路の混み具合いかんだ。 

Whether we will be able to make it to the opening of the show depends on how the traffic is. 

② 試験に合格するかどうかは、君の努力いかんによって決まる。 
Whether you will be able to pass the test depends on how hard you study. 

③ 当日の天候いかんでは、イベントは中止となるかもしれない。 
The planned event may be cancelled, depending on the weather of the day. 

④ 営業成績いかんでは、昇進も可能だ。 
You may be promoted, depending on your sales performance. 

⑤ 今後の交渉いかんによってはストライキも辞さない。 
We may go on a strike, depending on the outcome of the negotiation. 
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 NOTE: 
 

 Both いかんだ and 次第だ (N2 level) are used when something is affected, controlled, or decided by 
something else, that includes the outcome of an event or occurrence as well as circumstances, one’s 
action, or reaction. Unlike 次第だ, however, いかんだ is usually not used with words that express a 
person (instead of his action or reaction). Compare the following examples. 

 
Inappropriate: どちらを選ぶかはあなたいかんです。 
Appropriate: どちらを選ぶかはあなた次第です。 

It’s up to you which one to choose. 
 
 
003 いかんによらず、いかんにかかわらず 

～（がどうであるか、どうなるか）に関係なく 
(used to say that something is done or true without being affected by something else 
that happens or is true) regardless of; whatever.   
Formation: [noun の or noun] ＋ いかんによらず 

 
① 理由のいかんによらず、暴力は絶対によくない。 

On no account should violence be condoned. 

② 製品は値段のいかんによらず、気に入れば購入する。 
I will buy a product for whatever price, if I really like it. 

③ 合否のいかんにかかわらず、必ず電話してください。 
Make sure you call me, whether you pass the test or not. 

④ 検査の結果いかんにかかわらず、早急に報告します。 
Whatever the result of the examination is, we will inform you immediately. 

⑤ 事情のいかんによらず、遅刻は許されない。 
Whatever the circumstances are, you just cannot be late. 

 
NOTE: 

 
 いかんによらず is usually not used with words that indicate degree, amount, number, etc., as いかん 

itself means “what (degree, amount, etc.) or how.” Compare the following examples. 
Inappropriate: 参加者の多少いかんによらず、説明会はおこないます。 
Appropriate: 参加者の多少にかかわらず、説明会はおこないます。 

We will hold a briefing, regardless of the number of participants. (多少 
literally means “a large number or small number.”) 

 
 
004 う（よう）が、う（よう）と（も） 

（どうであっ）ても、（なにをし）ても（影響ない、関係ない） 
(used to emphasize that whatever happens or is done is not important) whatever; 
whether or not; even if. 

  Formation: (1) [V-う or V-よう base]; (2) [かろ (first base of い-adj.)]; (3) [だろ  
       (first base of だ)] ＋ うが or うと（も） 
 

① 誰が何と言おうが彼女は絶対耳を貸さない。 
She just turns a deaf ear to whatever others say. 

② たとえどんなに苦しかろうと耐えてみせる。 
I am determined to endure it however hard (or painful) it will be.  
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 ③ 何年かかろうが諦めるつもりはない。 
If it takes many years, I won’t give up. 

④ どこへ行こうが何をしようが、私の勝手です。 
It’s none of your business where I go or what I do. 

⑤ あなたが金持ちだろうが貧乏だろうが関係ない。 
It doesn’t matter whether you are rich or poor. 

 
 
005 う（よう）が～まいが、う（よう）と～まいと 

～ても～なくても（関係ない・影響はない・どうでもよい） 
(used to say that whether or not something happens, is done, or is true, it makes little 
or no difference to someone or something else) whether or not.  
Formation: [V-う or V-よう base] ＋ うが [V-まい base] ＋ まいが or まいと 

 
① 親が反対しようがしまいが、私は気にしない。 

I don’t care whether my parents will oppose it or not. 

② 行こうと行くまいと、あなたの好きにしてください。 
It is up to you whether to go or not. 

③ 雨が降ろうと降るまいと、夫は休みには必ず釣りに行く。 
Whether it rains or not, my husband never fails to go fishing on his days off. 

④ 作品が売れようが売れまいが、その画家はいっこうに気にする様子がない。 
The painter doesn’t seem to care whether his pictures sell or not. 

⑤ 彼が自白しようがしまいが、裁判には影響ないだろう。 
Whether he confesses his guilt or not, it won’t affect the outcome of the trial. 

 
 
006 う（よう）にも～ない 

～しようとしても（したくても）できない 
used to say that something cannot be done even if one tries to, or wants to, do it. 
Formation: [V-う or V-よう base] ＋ うにも ＋ [V-potential ない base] ＋ ない 

 
① あの日のことは忘れようにも忘れられない。 

I can never forget what happened that day. 

② 車が故障していて、出かけようにも出かけられない。 
I can’t go out because my car has broken down. 

③ 宿題が多くて、遊ぼうにも遊べない。 
I have so much homework that I can’t go out to play. 

④ 残業を命じられて、帰ろうにも帰れない。 
I can’t go home soon, because I was told to work overtime. 

⑤ 亡き父を思い出す物ばかりで、捨てようにも捨てられない。 
I can’t throw them away because they all remind me of my late father. 

 
 
007 かぎりだ 

（話し手の気持ちを表す形容詞・形容動詞を強調する）とても～だ 
(used to emphasize adjectives that express the speaker’s emotions) to be or feel 
extremely. 
Formation: [い-adj. い or な-adj. な] ＋ かぎりだ 
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① こんな結果になって残念なかぎりだ。 
This outcome is most regrettable. 

② もうお会いできないとはさびしいかぎりです。 
We can’t see each other again. I’ll miss you very much. 

③ 念願がやっとかなってうれしいかぎりだ。 
I’m so happy that my wish finally came true. 

④ 僅差で負けるとは悔しいかぎりだ。 
We lost by a slim margin. How disappointing! 

⑤ この二、三日大きな余震が続いて、恐ろしいかぎりだ。 
It is really frightening that we have had powerful aftershocks for a few days.  

⑥ 彼に裏切られたかと思うと腹立たしいかぎりだ。 
His betrayal really makes me furious. 

 
 
008 が最後、たら最後 

①いったん～したら、必ず～してしまう・何かが起こってしまう、②～してからずっと

 ある（好ましくない）状態が続く 
(1) used to emphasize that when or if something is done, something else, usually 
undesirable, is certain to happen.  (2) used to emphasize that something, usually 
undesirable, has been true since something else was done or happened. 
Formation: [V-た] ＋ が最後 or [V-た form base] ＋ たら最後 

 
① 本を読み出したら最後、一気に読まないと気がすまない。 

Once I start reading a book, I can’t help but finish reading it in one go. 

② 彼にお金を貸したが最後、絶対返してくれない。 
If you lend him money, he will never give it back. 

③ 信用は一度なくしたが最後、回復するのは困難だ。 
Once you lose someone’s trust, it is hard to regain it. 

④ 彼女に話したら最後、会社中に知れわたる。 
Once you tell her, everybody in the office will know it at once. 

⑤ 退職したが最後、かつての仕事仲間は誰も訪ねてこなくなった。 
None of my former colleagues has visited me since I retired. 

 
 
009 かたがた 

①ある目的も兼ねて人を訪問する時など、②手紙の目的を述べる決まり文句として 
Formal. (1) used to express a good reason for paying someone a social visit.  It is 
used to form some idiomatic expressions.  (2) used as part of a letter’s concluding 
statement to reiterate one of its purposes. 
Formation: [noun] ＋ かたがた 

 
① 先日のお礼かたがたご挨拶にお伺いします。 

I’d like to pay you a visit to express my gratitude for what you did the other day. 

② そのうちお祝いかたがた新居を訪ねてみよう。 
I will visit them one of these days to congratulate them on their new house. 

③ お見舞いのお礼かたがた友人の家を訪ねた。 
I visited my friend to thank him for coming to see me while I had been hospitalized.  

④ まずはご挨拶かたがたお願い申し上げます。 
Please allow me to conclude this letter by asking for your help again.  
(A conventional expression used at the end of a letter.)  
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⑤ まずはご紹介かたがたお願いまで。 
I would appreciate it if you could help the person I have introduced in this letter.  
(A conventional expression used at the end of a letter.)  

 
 
010 かたわら 

（本業の～を）しながら、～する一方で（別のこともする） 
(used when one engages in something in addition to one’s usual work or daily 
routine) in addition; besides; while. 
Formation: (1) [infinitive]; (2) [noun の] ＋ かたわら 

 
① 彼は家業で両親を手伝うかたわら夜学に通っている。 

He attends a night school after helping his parents with their family business. 

② 彼は大学で教えるかたわら小説を書いている。 
Besides teaching at college, he writes novels. 

③ 息子は高校へ通うかたわら、アルバイトもしている。 
My son attends high school and works part-time as well. 

④ 娘は忙しい育児のかたわら、内職もしている。 
My daughter does some paying work at home while she is busy taking care of her children.  

⑤ その音楽家は演奏活動のかたわら、自宅で教室を開いている。 
The musician teaches at his/her house in addition to performing before an audience.  

 
NOTES: 

 
1. かたわら is usually used immediately after a noun or an infinitive, but it is often used, as an exception, 

with the adjective 忙しい or 多忙な (busy), as shown in the following examples. 
 

レストラン経営で忙しい(or 多忙な) かたわら、様々なボランティア活動にも参加している。 
He participates in a variety of volunteer activities while he is busy running his restaurant.  

娘は育児で忙しいかたわら、内職もしている。 
My daughter does some paying work at home while she is busy taking care of her children.  

 
2. かたわら is also used as a noun that means “a place or space close to someone or something.” Study 

the following examples. 
 
   赤ん坊は母親のかたわらで眠っていた。 
    The baby was sleeping beside his/her mother. 
   道のかたわらに白いシャクナゲが咲いていた。 
    Some rhododendrons were in bloom beside the road. 
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* * *  練 習 問 題  * * * 
 
 
 
問題１ 次の文の（   ）に入れるのに最もよいものを、1・2・3・4 から一つ 

   選びなさい。 

 
 
１ ひざが痛くて、階段を（     ）上がれない。 

 １  上がろうとも  ２  上がろうが   ３  上がろうにも  ４  上がるまいと 
 
２ お客様（     ）商売だ。 

 １  あげくの   ２  かたがた   ３  おかげで   ４  あっての 
 
３ 妻はパートで働く（     ）、夜はダンス教室に通っている。 

 １  かたがた   ２  かぎりだ   ３  かたわら   ４  からには 
 
４ 就職の報告（     ）、恩師を訪ねた。 

 １  かたがた   ２  かたわら   ３  かぎりだ   ４  からして 
 
５ 職歴の（     ）、誰でも応募できます。 

 １  いかんによらず  ２  ようとも    ３  いかんでは  ４  あっての 
 
６ 人が私のことを何と（     ）平気だ。 

 １  言うまいが  ２  言おうにも   ３  言うが最後   ４  言おうとも 
 
７ 卒業（     ）、彼から全く音沙汰がない。 
  １  しまいが   ２  しようとも   ３  したが最後   ４  しようにも 
 
８ 転職するかどうかは、会社の待遇（     ）。 
  １  かぎりだ   ２  いかんだ   ３  おかげだ   ４  せいだ 
 
９ 彼が（     ）困るまいと、知ったことか。 
  １  困ろうと   ２  困ろうとも   ３  困ろうが   ４  困ろうにも 
 
10 毎日雨ばかりで、うっとうしい（     ）。 
  １  いかんだ   ２  せいだ    ３  だらけだ   ４  かぎりだ 

 
 
 
問題２ 次の文の（   ）に入れるのに最もよいものを、1・2・3・4 から一つ 

   選びなさい。 
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11 彼がどんなに困っていようとも（     ）。 
 １  助けるものだ        ２  助けるつもりはない 
 ３  助けかねない        ４  助けないことはない 

 
12 ご無沙汰のおわびかたがた（     ）。 

 １  遊ぼうにも遊べない      ２  遅刻は許されない 
 ３  小説を書いていた       ４  近況報告に行った 

 
13 （     ）、うらやましいかぎりだ。 

 １  もうお会いできないとは     ２  彼女にはあんないい旦那
だ ん な

がいて 
 ３  彼に裏切られたかと思うと    ４  我がチームが僅差で負けるとは 

 
14 彼女が彼と結婚しようとするまいと、（     ）。 

 １  やはり心配だ        ２  僕の知ったことではない。 
 ３  どうしても反対だ       ４  何と言おうとも平気だ 

 
15 政府の対策いかんによっては、国際問題に（     ）。 

 １  介入するべきだ        ２  対応するものでもない 
 ３  憂慮するかもしれない      ４  発展するおそれがある 

 
16 彼女の連絡先が不明で、（     ）知らせられなかったのだ。 

 １  知らせようにも        ２  知らせまいと 
 ３  知らせようが         ４  知らせずには 

 
17 彼は言い出したら最後、（     ）。 

 １  もう一言も言わなかった     ２  まだ言い足りないようだ 
 ３  さよならも言わず帰っていった   ４  誰にも止められない 

 
18 判決のいかんにかかわらず、（     ）。 

 １  何と言おうとも平気です     ２  苦しかろうと耐えてみせる 
 ３  あなたの無実を信じています   ４  彼から全く音沙汰がない 

 
19 彼は小規模の店を（     ）、ボランティア活動もしている。 

 １  閉店したが最後       ２  開店したついでに 
 ３  訪問するかたがた       ４  経営するかたわら 

 
20 （     ）、先生のご指導あってのことです。 

 １  学校でのいじめに耐えかねたのも  ２  退学しようがするまいが 
 ３  合否のいかんにかかわらず    ４  無事卒業できたのも 
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問題３ 次の文の ★ に入る最もよいものを、1・2・3・4 から一つ選びなさい。 

 
 
21 彼女の          ★      ものではない。 

 
  １  どんなに    ２  許せる     ３  したことは    ４  謝ろうが 
 
22 運動しようと      ★          と成功しない。 

 
  １  変えない    ２  するまいと    ３  食生活を    ４  減量には  
 
23 結婚披露宴で          ★      限りです。 
 
  １  恥ずかしい   ２  という      ３  失態を演じ    ４  酔っぱらう  
 
24 検査の  ★              なるかもしれない。 
 
  １  ことに     ２  入院という    ３  いかんでは   ４  結果 
 
25 彼が仕事もせず              ★  ことだ。 
 
  １  妻の財産    ２  遊んで    ３  あっての    ４  暮らせるのは 
 
26 道路の復旧作業が      ★          運べない。 
 
  １  救援物資は   ２  限り       ３  運ぼうにも     ４  終わらない 
 
27 彼女は          ★      で骨董品を販売している。 
 
  １  家事の           ２  ネットオークション   
  ３  忙しい           ４  かたわら    
 
28 被告人は              ★  ものではない。 
 
  １  社会的責任   ２  いかんによらず ３  を免れる   ４  判決の  
 
29 お盆の休みには  ★              に会って来ようと思う。 
 
  １  かたがた    ２  幼友だち     ３  小学校の     ４  墓参り 
 
30 麻薬は一度          ★      困難だ。 
 
  １  たら最後    ２  のはきわめて  ３  手を出し    ４  完全に断ち切る 
  
 


