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17. みんなの協力があったからこそ 

文法：～ためだ、～おかげだ／せいだ、～んだから、～から／ことから、～からこそ 

全員：乾杯！ 

吉田：今月は川口のおかげで、だいぶ売り上げが戻ってきたな。先月は台風のせいで、 

   全然売れなかったからなぁ。 

川口：そんなことないよ。これはみんなの協力があったからこそ、できたことなんだよ。  

   僕一人じゃできなかったよ。それより後期も頑張らないと。夏はあと数ヶ月だからすぐに水着は売れなくなってくる 

   だろうし。新しい宣伝方法は考えたのか。 

鈴木：宣伝部はちらしを試すって言ってたけど、今はネットの時代なんだから、ネットを使ったほうがいいと思うんだよね。 

吉田：うん、そうだな。ＳＮＳのような商品を実際に使った人が、広めてくれるようなやり方を考えたらどうだ？ 

川口：いいと思う。商品を使った人が言うからこそ、うちの商品の特徴
とくちょう

とか知ってもらえるし、信用できる人もいるだろう 

   から。ま、大して難しいことじゃないさ。 

鈴木：うん。宣伝部に言っとくよ。 
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～ためだ／ため(に)－It’s used for a cause or a reason, which is formal. It can’t be used with patterns express hope, intention, invitation etc. 

   【普通形】V、イ形容詞、ナ形容詞だな、N の ＋ためだ／ため（に） 

  ①昨晩大雪が降ったため、飛行機が遅れている。 

  ②観光客が増えたために、外国語のパンフレットを作ることになった。 

  ③最近ビールがよく売れるのは、お花見シーズンのためだ。 

 

～おかげだ－It’s used to say “thanks to ~”. 

   【普通形】V、イ形容詞、ナ形容詞だな、N だの ＋おかげだ 

  ①先生のおかげで、いい会社に就職できました。 

  ②いい天気が続いたおかげで、たまっていた洗濯物が全部終わった。 

  ③病気が治りました。この薬のおかげです。 

 

～せいだ－It’s used to say “because of ~” in a bad way. 

   【普通形】V、イ形容詞、ナ形容詞だな、N だの ＋せいだ 

  ①最近忙しかったせいで、かなり疲れている。 

  ②田中さんのせいで、また始めからやり直さなければいけません。 

  ③このプロジェクトに失敗したのは、私のせいです。 
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～んだから／のだから－It’s used to say “because of the natural consequence of ~”, which is used with the speaker’s judgement, hope, intention or trying to 

induce another person to an action. The reason must be something that a listener already knows. 

   【普通形】V、イ形容詞、ナ形容詞だな、N だな ＋んだから／のだから 

  ①今日は 5 度以下で寒いんだから、マフラーも手袋もして行きなさい。 

  ②もう子供じゃないんだから、掃除や洗濯くらい自分でやらないと。 

  ③明日は就職面接会があるんだから、早く寝たほうがいいよ。 

  ④世界は広いのだから、様々な文化や習慣があるのは当然だ。 

 

～（ということ）から－It means ”from the fact that ~, … results or I conclude that…”. It can’t be used with patterns express hope, intention, invitation etc.      

   【普通形】V、イ形容詞、ナ形容詞だな／である、N だ／である ＋ことから 

   【普通形】V、イ形容詞、ナ形容詞だ／である、N だ／である ＋ということから N ＋から 

  ①顔がそっくりなことから、彼らが双子だということを知った。 

  ②小さな問題から、大きな喧嘩することになってしまった。 

  ③英語も中国語も話せることから、海外営業部への移動が決まった。 

  ④急に暑くなったことから、体調を崩
くず

す人が増えた。 

  ⑤眼鏡
め が ね

のような形をしていることから、「眼鏡
め が ね

橋
ばし

」と呼ばれるようになったという。 
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～からこそだ－It’s used to emphasize that the reason is important or special, or to say that the reason someone used for the opposite opinion is actually normal. 

   【普通形】 ＋からこそ／からこそだ 

  ①大変な時だからこそ、みんなで協力しないといけません。 

  ②このプロジェクトが成功したのは、みんなの努力があったからこそなんです。 

  ③この問題は難しいですね。 －難しいからこそ、あなたにやってもらいたいと思っているんです。 

  ④彼って変わってるのにリーダーなんだね。 －個性的
こせいてき

だからこそ、周りに好かれるリーダーになれたんだと思う。 

 

問題１.【「～ためだ／ため（に）」を使って、文を完成させなさい。】 

①地震が起こったため、                              。 

②大雨予報のため、                              。 

③          を使いたいという人が増えたため、                    。 

④          が予想されるため、                    。 

⑤駅前の道で通行止めが行われているのは、                    ためだ。 

⑥                                        。 
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問題２.【「～おかげだ」「～せいだ」を使って、文を完成させなさい。】 

①あなたがいてくれたおかげで、                              。 

②          は気味が悪いせいで、                              。 

③今こうして新築の高層マンションに住めるのは、                    （動詞）おかげだ。 

④息子の言葉遣
づか

いが悪いのは、                    （動詞）せいだ。 

⑤                                        （おかげだ）。 

⑥                                        （せいだ）。 

 

問題３. 【「～んだから」を使って、文を完成させなさい。】 

①もう子供じゃないんだから、                              。 

②試験は来週なんだから、                              。 

③わざわざお金を使って宣伝するんだから、                              。 

④新人のための歓迎会なんだから、                              。 

⑤睡眠不足なんだから、                              。 

⑥                                        。 
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問題４. 【「～から／ことから」を使って、文を完成させなさい。】 

①期末試験の平均点が低いことから、                              。 

②知り合いという関係であることから、                              。 

③売り上げが悪いことから、                              。 

④市民からお願いがあったことから、                              。 

⑤年の暮れであることから、                              。 

⑥                                        。 

 

問題５. 【「～からこそ」を使って、文を完成させなさい。】 

①バイリンガルだからこその          もあると思う。 

②海外営業部での経験があるからこそ、                              。 

③私達は地元民なんだから、少しは割引してくれてもいいと思うんだけど。 

 －地元民だからこそ、                              。 

④彼女は長女なんだから、もう少し甘くてもいいんじゃない？ 

 －長女だからこそ、                              。 

⑤                                        。 
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問題６.【正しい答えを選びなさい。】 

①あなたの（せい・おかげ・ため）で、大失敗しました。 

②奨学
しょうがく

金（のせいで・のおかげで・のことから）、彼は留学できたらしい。 

③毎日見ているドラマ（のせいで・のおかげで・のだから）、政治にくわしくなりました。 

④けがをしている（ことから・のだから・せいで）、無理しないでください。 

⑤森さんは絵をほめられた（ことから・のだから・からこそ）、デザインの仕事に興味をもったようだ。 

⑥台風（のおかげで・によって・だからこそ）、家が壊れました。 

⑦このサービスは、世界最高クラスのホテル（のおかげで・によって・だからこそ）できるものだ。 

⑧先生のおかげで、栄養士
えいようし

の資格を（合格する・取る・受かる）ことができました。 

⑨参加者不足の（ため・せいで・ことから）、今回の講義
こ う ぎ

は中止することにします。 

⑩あの夫婦（が・によって・だからこそ）離婚したなんて、信じられません。 

⑪国民の意見は、アンケートによって（決める・調査する・希望する）ことが可能です。 

⑫その便は満席（のおかげで・によって・のため）、乗りたいならキャンセルを待つしか方法はありません。 

⑬朝寝坊
ね ぼ う

をした（おかげ・からこそ・ために）、飛行機に乗り遅れてしまった。 


