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5分で鍛える英会話 GYM 【トロント直送のネイティブ英語】 

 

～ 今日のワンポイントレッスン  

 

        "at the last minute" ～ 
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********************************************************************************* 

 

当メルマガ発行会社である QLS(Quality Life Seeker)は、 

カナダへ留学・就職・移住を計画する人のサポートの一環として、 

ネイティブが実際に使う口語表現をカナダ・トロントからお届けします。 

 

********************************************************************************* 

 

 

"at the last minute"    

 

 

********************************************************************** 

今回は "at the last minute" という表現を学習します。 

 

直訳すれば「最後の瞬間に」となりますが、どうやって使うのでしょうか。 

 

日常会話でも極めて頻繁に使われ、覚えると便利な表現です。 

 

それではいつものように例を見ながら学習していきましょう。  

 

（該当箇所を便宜上、大文字で示しています。） 

 

 

 



 

 

(例文 1) 

 

ドタキャンした友人について別の友人に文句を言う A さん。 

 

 

A: "Can you believe what he did to me today?" 

 

B: "What are you talking about? What happened?" 

 

A: "He and I were supposed to go to this concert.  

We planned this almost two months ago. We planned this  

because he cancelled on me AT THE LAST MINUTE last time.  

And he just did this to me again." 

 

B: "Well, that happens right? I am sure he didn't mean to do that." 

 

A: "I don't know. I guess he didn't. But you know how I am feeling, right?" 

 

B: "Honey, I really do. But maybe you have to be a little more patient." 

 

 

A: "今日彼が私にしたこと聞いたら驚くわよ。" 

 

B: "何？どうしたの？" 

 

A: "今日は 2人でコンサートに行くはずだったの。もう 2 ヶ月も前から予定してて、 

そもそも前回彼がドタキャンしたからこその計画だったのに。またその繰り返しよ。" 

 

B: "そういうことあるって。彼もわざとやったわけじゃないでしょう。" 

 

A: "知らないわよ。もちろんわざとじゃないだろうけど、 

私の身にもなってよ。" 

 

B: "気持ちはよくわかるよ。でもあなたももうちょっと我慢したら？" 

  

 



 

 

 

・・・それではもう一つ別の例を見てみましょう。 

 

 

(例文 2) 

 

クリスマスイブのショッピングモールでの友人同士の会話を思い浮べてください。 

 

 

A: "Oh my God!" 

 

B: "I know. I guess we are not the only ones that came here  

for LAST-MINUTE shopping for Christmas." 

 

A: "Well, yeah, I have to buy presents for everyone in my family.  

Don't you think Christmas can be such a pain? Don't get me wrong.  

I love Christmas. But this... " 

 

B: "Tell me about it. I have to buy presents for 10 people tonight.  

That is not going to be so easy for me." 

 

A: "Hey, let's go." 

 

 

A: "何これ！" 

 

B: "ほんと、土壇場の駆け込みでクリスマスプレゼント買いに来るのって 

私達だけじゃないみたいね。" 

 

A: "今日は家族みんなにプレゼントを買わなきゃ。 

クリスマスってこれが大変なのよね。 

もちろんクリスマスは好きだけど。これじゃあね。" 

 

B: "本当だよね。私も 10 人にプレゼント買わなきゃ。そう簡単じゃないよ。" 

 

A: "とにかく行こう。" 



 

 

 

 

 

・・・もうおわかりですね。 

 

at the last minute/ last-minute は、土壇場で/ 土壇場の 

 

といった意味になります。 

 

英会話はフレーズ単独の意味だけではなく、使い方が命です。 

 

前後の文脈も含め、使い方をしっかり覚えておきましょう。 
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留学から始まるカナダ移民サポート 

英語・フランス語の 2 ヶ国語を勉強しながら、国際的に通用するスキルを身につけてカナダ永住権もゲット。 

憧れの海外留学、海外移住は今ケベック州モントリオールで実現します。 

QLS Education が充実したサポートを提供しています。 

www.qlseducation.com 

https://twitter.com/QLSeducation 

https://www.facebook.com/qlseeker 

http://ameblo.jp/qlseducation/ 
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5分で鍛える英会話 GYM 【トロント直送のネイティブ英語】、 

↓復習は下記ウェブサイトの「Archive」でどうぞ（過去 10回分のみ掲載）。 

http://www.qlslanguagegym.com 

当メルマガのバックナンバーも上記ウェブサイトにてご覧いただけます。 
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ご意見・ご感想：qlscontact@qlseeker.ca  

mailto:qlscontact@qlseeker.ca

