
English Expression no.36



１．彼女には息子が2人いる / 俳優になった。

２．彼女には息子が2人いて / 2人とも俳優になった。

３．彼女が突然退部し / そのことは私たちを驚かせた。

４．ホテル / 私たちが滞在した / は素晴らしかった。

５．私はその日を覚えている / 初めてあなたに出会った日。

６．理由を言いなさい / あなたが遅れた。

７．そのようにして / 事故は起こった。

８．私たちはパリに滞在した / そこでトムと出会った。



１．彼女が突然退部し / そのことは私たちを驚かせた。

２．私はその日を覚えている / 初めてあなたに出会った日。

３．そのようにして / 事故は起こった。

４．私たちはパリに滞在した / そこでトムと出会った。





A: 複合関係代名詞 「～ならどんなのでも」

whoever ～する人誰でも

We want to help anyone who needs help.

whichever ～するものはどれ[どちら]でも

Choose any ones that you like.

whatever ～するものはなんでも

I’ll give you anything that you want.



～ならどんなのでも

We want to help whoever needs help.

Choose whichever you like.

I’ll give you whatever you want.



～ならどんなのでも

We want to help 助けを必要としている人であれば誰で

も.

Choose どちらでも好きな方を.

I’ll give you あなたが欲しいものはなんでも.



～ならどんなのでも

助けたい / 助けを必要としている人であれば誰でも.

選んでください / どちらでも好きな方を.

あげますよ / あなたが欲しいものはなんでも.



A: 複合関係代名詞 「～しようとも」

whoever ～誰が[を]～しようとも

You’re welcome, no matter who you are.

whichever ～どれが[を]～しようとも

No matter which you choose, you’ll be satisfied.

whatever ～何が[を]～しようとも

He is always calm, no matter what happens.



～しようとも

You’re welcome, whoever you are.

Whichever you choose, you’ll be satisfied.

He is always calm, whatever happens.



～しようとも

You’re welcome, 誰であっても.

どれを選んだとしても, you’ll be satisfied.

He is always calm, 何が起ころうと.



～しようとも

歓迎します / 誰であっても.

どれを選んだとしても, /  満足して頂けるでしょう.

彼はいつも冷静だ / 何が起ころうと.





A: 複合関係副詞 「～なら～でも」

whenever ～する時はいつでも

I see Lisa any time I go to Tokyo.

wherever  ～するところはどこでも

Please take a seat (at) any place you like



「～なら～でも」

I see Lisa whenever I go to Tokyo.

Please take a seat wherever you like.



I see Lisa / 東京に行くときはいつでも.

Please take a seat / あなたの好きなところに.



私はリサと会う / 東京に行くときはいつでも.

座ってください / あなたの好きなところに.



A: 複合関係副詞  「～しようとも」

whenever ～いつ～しようとも

No matter when I visit her, her room is clean.

wherever ～どこで～しようとも

No matter where he goes, he always has two bodyguards.

however ～どんなに～でも

He never gives up, no matter how difficult the situation is.



「～しようとも」

Whenever I visit her, her room is clean.

Wherever he goes, he always has two bodyguards.

He never gives up, however difficult the situation is.



「～しようとも」

いつ彼女を訪ねても, her room is clean.

彼がどこへ行こうとも, he always has two bodyguards.

He never gives up, どんなに状況が困難でも



「～しようとも」

いつ彼女を訪ねても, 彼女の部屋はきれいだ.

彼がどこへ行こうとも, いつも彼はボディーが度を2人連れてい

る.

彼は決してあきらめない, どんなに状況が困難でも


