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18. 疲れた顔してるわけだ。 

文法：～はずがない、～わけがない、～（という）わけだ、～（という）わけではない／のではない、～っこない 

A：疲れた顔して、どうしたの？睡眠不足そうだね。 

B：この頃、全然寝られないんだよ。体は重いし、疲れてないわけじゃないんだけどね。 

A：それで疲れた顔してるわけだ。夜ふかしはしてないの？深夜番組見てるとか。 

B：見れっこないよ。毎日朝７時から仕事しなくちゃいけないんだからね。睡眠薬を飲 

  まずにはいられないよ。 

A：え～、睡眠薬なんて体に悪いもの、やめたほうがいいよ。今度の大型連休に、温泉旅行にでも行こうよ。 

B：いいねぇ。この季節、紅葉もきれいだろうし、四国なんてどう？四国に温泉あったっけ？ 

A：ないはずがないよ。いいじゃん、行こう。旅館でおいしいもの食べてパワーをつけて、温泉でゆっくりしたら、ぐっすり 

  寝られるよ。 

B：そうだね。ありがとう。 
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～はずがない－It means “impossible to think ~” or “out of the question about ~”. 

   【普通形】V、イ形容詞、ナ形容詞だな／だである、N だの／だである ＋はずがない／はずはない 

  ①あんなに勉強したんだから、試験に落ちるはずがない。 

  ②有名な映画だから、面白くないはずがありません。 

  ③メアリーさんはいつも水が怖いと言っていたのだから、泳げるはずがない。 

  ④貸したはさみ、どこへやったの？引き出しにないんだけど。 －そんなはずないよ。ちゃんとしまったよ。 

 

★まとめ【～はず】 

パターン 接続 意味 例文 

～はずだ 
【普通形】V、イ形容詞、ナ

形容詞だな、N だの 

When the speaker is quite sure with reason, 

or strongly believes something to be true 

based on calculation, logic and so on. 

雨が降るはずだ。 

雨が降ったはずだ。 

～はずだった 
【普通形】V、イ形容詞、ナ

形容詞だな、N だの 
It was supposed to happen, but it didn’t. 雨が降るはずだった。 

～はずが／はない 
【普通形】V、イ形容詞、ナ

形容詞だな、N だの 
It’s impossible to happen. 雨が降るはずがない。 
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～わけがない－It’s used when the speaker wants to strongly deny something because it’s absolutely unthinkable. Compared to “～はずがない”, it’s much stronger 

so people prefer to use ～はずがない. 

   【普通形】V、イ形容詞、ナ形容詞だな／だである、N だの／だである ＋わけがない 

  ①今日のために頑張って準備したんだから、失敗するわけがない。 

  ②1 日に新しい単語 50 個も覚えられるわけがありません。 

  ③あのアパートは新しくできたばかりなんだから、安いわけがないよ。 

  ④生ごみをそのままにしておくなんて、臭
くさ

くならないわけがない。 

 

～（という）わけだ－It’s used for understanding of something as a matter-of-course. 

   【普通形】V、イ形容詞、ナ形容詞だな／だである、N だの／な／だである ＋わけだ 

   【普通形】V、イ形容詞、ナ形容詞／だ、N／だ ＋というわけだ 

 

  ①夜中に雪が降ったんですね。昨日の夜、あんなに寒かったわけだ。 

  ②マリアさんに新しい恋人ができたんだ。最近おしゃれしているわけだ。 

  ③なるほど、彼は犬が嫌いなんですか。犬を一度も飼ったことがないわけだ。 

  ④あの人は母の姉ですよ。つまり、私のおばというわけです。 
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～（という）わけではない／～のではない－It’s used to say “It doesn’t mean ~”, or “not want to say ~ is 100% for sure”. 

 

   【普通形】V(という)、イ形容詞(という)、ナ形容詞だな／だという、N だな／だという ＋わけではない 

   【普通形】V、イ形容詞、ナ形容詞だな、N だな ＋のではない 
 

  ①宿題をしていませんが、忘れていたわけではありません。 

  ②食べるのは好きですが、いつでもたくさん食べられるというわけではない。 

  ③彼女はいつも静かだが、意見がないというわけではない。 

  ④下手なわけではありませんが、歌うのは好きじゃないです。 

  ⑤お見合い結婚というわけではないが、私達が付き合った期間は一ヵ月だった。 

 

～っこない－「～はずがない／～わけがない」と同じ意味。カジュアルな表現。 

   V ます形＋っこない 

  ①占いなんて、当たりっこないよ。 

  ②30 年後何をしているのかは、誰にもわかりっこないよ。 

  ③運動音痴
おんち

の私だから、スノボなんてできっこないよ。 

  ④学生の私達に、三ツ星レストランなんて行けっこないよ。 
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問題 1.【「～はずがない」を使って、文を完成させなさい。】 

①鈴木さんはマイペースなので、                    はずがない。 

②田中さんは今旅行中だから、                    はずはありません。 

③あの店は最近開店したばかりだから、                    はずがないよ。 

④本物のはずがないよ。だって、                    から。 

⑤彼はまだ包帯
ほうたい

をしていたから、                    はずはないよ。 

⑥                                        。 

 

問題 2.【「～わけがない」を使って、文を完成させなさい。】 

①彼はいつも寝坊するんだから、                    わけがない。 

②水玉模様
も よ う

のワンピースなんて、                    わけがない。 

③ねこアレルギーがあるんだから、                    わけがない。 

④                              、リラックスできるわけがない。 

⑤                              、恋愛対象になるわけがない。 

⑥                                        。 
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問題 3.【「～（という）わけだ」を使って、文を完成させなさい。】 

①林さんは３年間オーストラリアに留学していた。                    わけだ。 

②お金がない。だから                    わけだ。 

③好きな物を好きなだけ食べてもいい。つまり、                    わけです。 

④                              。つまり、団体旅行というわけです。 

⑤                              。高井駅に停車しなかったわけだ。 

⑥                                        。 

 

問題 4.【「～（という）わけではない」を使って、文を完成させなさい。】 

①食べるのは好きな人が                    わけではない。 

②今年の夏の流行色は水色だが、                    わけではない。 

③彼は偉大な作家だが、                    わけではない。 

④有名大学を卒業しても、                    わけではない。 

⑤低カロリー食品は、                    わけではない。 

⑥                                        。 
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問題 5.【「～っこない」を使って、文を完成させなさい。】 

①一生懸命勉強したわけじゃないんだから、                    っこないでしょう。 

②全然人気がないんだから、                    っこないよ。 

③今の経済状況を見ると、                    っこない。 

④                    なんて、実現できっこないよ。 

⑤                    から、習い事をさせてもらえっこないよ。 

⑥                                        。 

 

問題 6.【正しい答えを選びなさい。】 

①これだけ勉強すれば、試験に受かる（はず・わけ）だ。 

②私には４人も子供がいるから、頑張って働いている（はず・わけ）です。 

③祖母は甘いものが大好きなので、ここにケーキがあったら食べずにはいられない（はず・わけ）です。 

④毎日日本語を勉強したら、１年後にはかなり上手になっている（はず・わけ）です。 

⑤時給 1000 円で１日５時間のアルバイトですか。１日で 5000 円になるという（はず・わけ）ですね。 

⑥東北では台風の被害が大きかったらしい。 －それで野菜の値段が上がった（はず・わけ）だ。 

⑦田中君、どうして急に行かないなんて言ったんだろうね。 －何か理由がある（はず・わけ）です。 
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問題 7.【正しい答えを選びなさい。】 

まりえ：友達に聞いたんだけど、駅前に新しいマンションができた（らしい・わけ・はずだ）よ。 

たくと：（この・その・あの）マンション、この前オープンハウスで見て（きた・いった・いく）よ。 

まりえ：どうだった？ 

たくと：部屋は大きくてきれいだし、駅からも近いし。 

（どれ・いつ・いくら）くらいかわからないけど、部屋代が安かったら住みたいな。 

まりえ：（こんな・そんな・あんな）にいい部屋なら、（安くない・高くない）わけがないよ。 

たくと：僕も（こう・そう・ああ）思う。 

まりえ：でも、たくとなら（高くても・高かったら・高いのに）買えないわけじゃないでしょう？ 

    めったに出かけない働き者なんだから。 

たくと：いいや。最近は部屋の模様替
も よ う が

えにハマってて、家具ばかり（買う・買った・買ってる）からね。 

まりえ：たくと（なんかじゃ・らしく・じゃ）ないね。 

たくと：実は今年に入ってから仕事でミスして怒られてばかりだから、気分転換
てんかん

がしたくてね。 

まりえ：仕事を（変えると・変えたら・変えるなら）どう？そういえば、演劇
えんげき

がしたいって言ってたよね？ 

たくと：無理だよ。演劇なんか（しても・したら・するなら）、生活できっこないよ。 

まりえ：そうなんだ。どうりで演劇（だけ・ばかり）で食べている人が少ない（はず・わけ）だ。 

 


