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19. 引退したからといって 

文法：～からといって、～とは限らない、～ないことはない／こともない、～ことが／こともある、～ことは～が 

A： あーあ。大好きな田中選手、とうとう引退しちゃったよ。もう試合を見に行けな 

  くなると思うと、とても残念。僕もだけど、世の中のファンは悲しがってるよ。 

B：でも、この前テレビでインタビュー見たんだけど、これからも野球の活動を続け 

  るらしいよ。田中選手くらい偉大だと、引退しても動かずにはいられないんだよ。 

A：そうだよね。引退したからといって、野球を辞めるとは限らないよね。 

B：そうだよ。テレビに出ることもあるだろうし。悲しいことは悲しいけど、田中選手が見られないことはないからね。 

  それに、実際本人はほっとしてるかもしれないよ。今までずっとプレッシャーは当たり前だったんだから。スピーチも 

  とても感動したよ。 

A：見たかったなぁ。 
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～からといって－It’s used to say “It’s not good to do only because of ~”. 

   【普通形】V、イ形容詞、ナ形容詞、N ＋からといって 

  ①嫌いだからといって、全く野菜を食べないのは体によくない。 

  ②安いからといって、買いすぎないようにしてくださいね。 

  ③運動は大事ですが、だからといって、やりすぎるとよくありません。 

  ④試験が終わったからといって勉強をやめてしまうと、忘れてしまいますよ。 

 

(必ずしも)～とは限らない－It’ used to say “We can’t say that is always ~, there may be cases that is not”. 

   （必ずしも）【普通形】V、イ形容詞、ナ形容詞（だ）、N（だ） ＋とは限らない 

  ①インターネットに書いてあっても、本当とは限らない。 

  ②高い物はいい気がするが、必ずしもいいとは限らないと思います。 

  ③大学を出ても、いい会社に就職できるとは限りません。 

  ④森さんはイベントが好きだけど、絶対にパーティーに参加するとは限らないので、聞いてみてください。 
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～ないことは／こともない－It’s used to say “can’t say ~ never happens”, which mildly expresses the affirmative. 

   V ない形、イ形容詞いくない、ナ形容詞なでない、N でない ＋ことは／もない 

  ①駅まで歩けないことはありませんが、30 分はかかりますよ。 

  ②このカレーはおいしくないことはないですが、もう少し辛いほうが好きです。 

  ③走れば、間に合わないこともないよ。急ごう。 

 

～ことが／こともある－It’s used to say “ ~ occasionally happens”. 

   V 辞書形、V ない形、イ形容詞、ナ形容詞、N の ＋ことが／もある ★～ときもある 

  ①この地方では、５月に雪が降ることがある。 

  ②出張で海外へ行かなきゃならないこともあるんですよ。 

  ③必ず目覚まし時計をセットしますが、疲れていたら寝坊
ね ぼ う

してしまうこともあります。 

 

～ことは～が－It’s used to say “It’s true that ~, but …”, which sounds like the truth is not important. 

   【普通形】V、イ形容詞、ナ形容詞だな ＋ことは 【普通形・ていねい形】＋が 

  ①泳げることは泳げるが、長い距離
き ょ り

は泳げません。 

  ②最後まで読むことは読んだが、半分くらいしか意味が分からなかった。 

  ③子育ては大変なことは大変だが、とても楽しいし、自分も成長できる。 
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問題 1.【「～からといって」を使って、文を完成させなさい。】 

①遊び仲間だからといって、                    とは限らない。 

②大学を出たからといって、                    とは限りません。 

③試験が終わったからといって、                    ないでください。 

④便利だからといって、                    ないでほうがいいですよ。 

⑤熱が下がったからといって、                              。 

⑥                                        。 

 

問題 2.【「～とは限らない」を使って、文を完成させなさい。】 

①                    人がみんな幸せだとは限らない。 

②                    が事実とは限らない。 

③                    が必ずしも成功するとは限らない。 

④運動すればするほどいいとは限りませんので、                    。 

⑤デートに誘われても、                    とは限らないよ。 

⑥                                        。 
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問題 3.【「～ないことはない／こともない」を使って、文を完成させなさい。】 

①かけ算はできないことはないですが、                              。 

②バイクを運転できないことはないですが、                              。 

③          は嫌いだけど、                    ないことはない。 

④高層マンションに住めないこともないけど、                              。 

⑤吉田君のことは好きじゃないことはないけど、                              。 

⑥                                        。 

 

問題 4.【「～ことがある／こともある」を使って、文を完成させなさい。】 

①彼は                    、水道の蛇口
じゃぐち

をしめ忘れることがある。 

②新幹線は                    、指定席を買っておくこともある。 

③貯金するためにできるだけ自炊
じ す い

をするが、                    こともある。 

④血液型占いは信じていないが、                    こともある。 

⑤可愛い息子だが、                    こともある。 

⑥                                        。 
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問題 5.【「～ことは～が」を使って、文を完成させなさい。】 

①毎年家族と水族館に行くことは行くが、                              。 

②この充電器は使えることは使えますが、                              。 

③                              、要るかどうかはわからない。 

④親として                    、子供に好きなようにさせてみようと思います。 

⑤                              、難しいから一回でできるとは限らない。 

⑥                                        。 

 

問題 6.【正しい答えを選びなさい。】 

①私はテレビを（   ）が、ニュース番組だけだ。 

【1 見ることは見る 2 見ないことは見ない 3 見ないことは見る】 

 

②私はよくこのベーカリーでパンを買うが、（   ）。 

【1 好きとは限らない 2 好きであるはずがない 3 好きというわけではない】 

 

③仕事へ行く前に朝食を食べることもあるが、たいてい（   ）仕事へ行く。 

【1 食べて 2 食べたあとで 3 食べずに】 
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④（   ）ことだが、だからといって、寝ずに勉強するのはよくない。 

【1 勉強するのはいい 2 勉強するのはよくない 3 勉強するための】 

 

⑤以前は仕事が多くて、12 時ごろ家に（   ）。 

【1 帰らないことがある 2 帰ることもあった 3 帰ったことはない】 

 

⑥プロにもうまくできないんだから、私に（   ）。 

【1 できないことはない 2 できるとは限らない 3 できるわけがない】 

 

⑦ライアンさんは 10 年前、中学生だったんだから、今年（   ）ない。 

【1 二十歳でないことは 2 二十歳のはずが 3 二十歳のわけでは】 

 

⑧食品の中には、古くても（   ）ことはない物もある。 

【1 食べれる 2 食べさせられる 3 食べられない】 

 

⑨デートには誘われたからといって、行かなきゃいけない（   ）。 

【1 こともある 2 ことはない 3 ことがある】 

 

⑩就職活動中は、出かけたらいけない（   ）。 

【1 わけではない 2 とは限らない 3 ことがある】 


