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27. これから、やくところ 

文法：～てくる、～ところ、～ばかり 

A：今晩、ローストチキンでもいい？スーパーでおいしそうなとりを買ってきたから。 

B：いいよ。料理中？何か手伝おうか。 

A：ありがとう。これからやくところだから、にんじんのかわをむいてくれない？ 

B：え～。にんじんのかわむき？新しいネイルにしたばかりだからなぁ。 

A：じゃ、玉ねぎを切ってくれる？ 

B：え～。玉ねぎはくさいし、涙が出るし...。 

A：手伝ってくれるって言ったのに。じゃ、郵便局へ手紙を出しに行ってきてくれる？ 

B：はーい。 

A：あ、駅のほうから行くなら、パン屋さんで食パンも買ってきて。明日の朝ご飯にするから。 

B：はいはーい。行ってきます。 
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～てくる 

 －It means “to go somewhere, do V and come back”. 

   V て ＋くる 

 ①スーパーで牛乳を買ってきます。 

 ②台所からはしとお皿を取ってきてください。 

 ③ちょっと図書館で本と映画を借りてきます。 

 

 －It means “to go somewhere and then come back”. 

   （場所）へ行ってくる 

  ①郵便局へ行ってきます。 

 ②学校へボランティアの話を聞きに行ってきます。 

 ③これからスーパーへ買い物しに行ってくるので、晩ご飯は待っていてください。 

 

 －It means ”to go out and then come back”. 

   出かけてくる 

 ①時間ができたから、ちょっと出かけてきます。  
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～ところだ 

 －It means “place”, which is often used with a noun modification. 

   V 辞書形／た形 ＋ところだ／ところ（＋助詞） 

 ①家を出たところで、ころんでしまいました。 

 ②あの信号を右に曲がったところに、私の会社があります。 

 ③改札を出て、階段を上ったところで、待っていてください。 

 

 －It’s used to say  “It’s about to start” (辞書形), “It’s now being done” (ている), or “It has just been completed” (た形). In the middle of sentence, particle（except

の）is necessary afterところ, which depends on the verb that follows.  

   V 辞書形／ている／た形 ＋ところだ／ところ（＋助詞） 

 ①映画が始まるところだから、しずかにしましょう。 

 ②旅行のための荷物を準備しているところです。 

 ③今、妹と弟が来るのを待っているところです。 

 ④買い物している時、ころぶところを見られました。 

 ⑤お湯がふっとうしているところに、めんを入れてください。 

  ★～ところ describes the situation the speaker is in, while normal forms（ます／ている／た）are used just for actions. Therefore, ～ところ sometimes has the 

meaning “Please wait” or “Don’t bother me.” 

  ⑥午後の会議で使う書類はどこにある？ －すみません。今、作っています。 
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～たばかりだ－It’s used for a feeling “not much time has passed” since a certain action or event occurred. 

   V た ＋ばかりだ 

 ①日本語の勉強を始めたばかりなので、まだうまく話せません。 

 ②このテレビは先週買ったばかりなのに、もうこわれてしまいました。 

 ③昼ご飯を食べたばかりなので、ちょっと眠いです。 

 

★比べよう【～たところ vs ～たばかり】 

 V たところ V たばかり 

meaning 

Something has just done.  

It has to be directly afterwards. 

A feeling “not much time has passed” 

It can be used when some time has passed too. 

の ×生まれたところの子犬 生まれたばかりの子犬 

を、に、へ 
友達に本をぬすんだところを見られた。 

本をぬすんだところに、友達が来た。 

×友達に本をぬすんだばかりを見られた。 

×本をぬすんだばかりに、友達が来た。 
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問題 1.【「～ところ」（場所）を使って、文を作りましょう。】 

①家から一時間行ったところに、                    。 

②ここから 50m 行ったところに、                    。 

③階段を上ったところで、                    。 

④あの角を右に曲がったところに、                    。 

⑤学校から出たところで、                    。 

⑥                                        。 

 

問題 2.【「～ところ」（状況）を使って、文を作りましょう。】 

①今ちょうど食べたところだから、                    。 

②これから買い物に行くところだけど、                    。 

③薬を飲んだところだから、                    。 

④ゲームしているところだけど、                    。 

⑤今電話で注文したところだから、                    。 

⑥                                        。 
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問題 3.【「～たばかりだ」を使って、文を作りましょう。】 

①春休みになったばかりだから、                    。 

②歯みがきしたところだから、                    。 

③新しい電子辞書を買ったばかりですが、                    。 

④ここに着いたばかりだから、                    。 

⑤ボーナスが入ったばかりだけど、                    。 

⑥                                        。 

 

問題 4.【正しい答えを選びましょう。】 

①部屋に入った（ところ・ばかり）に、大きいくつ箱があります。 

②今、引っ越しのための荷物を運んでいる（ところ・ばかり）です。 

③サプライズパーティーについて話している（ところ・ばかり）を聞かれてしまった。 

④買った（ところ・ばかり）の車をガードレールにぶつけてしまった。 

⑤今日の数学の授業は、途中までした（ところ・ばかり）で、チャイムが鳴ってしまった。 

⑥一緒に海外旅行に行かない？ －先月カンボジアに行った（ところ・ばかり）だから、行けないよ。 

⑦試験に申し込みましたか。 －ちょうど今申し込んだ（ところ・ばかり）です。 


