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洋服を買う予定です。

I'm going to buy some clothes.

洋服を一枚も買うつもりはありません。

I'm not going to buy any clothes.

冷蔵庫に氷が少しあります。

There's some ice in the fridge.

冷蔵庫にミルクがありません。

There isn't any milk in the fridge.

間違いました。

We made some mistakes.

間違いませんでした。

We didn't make any mistakes.

冷蔵庫に氷はありますか？

Is there any ice in the fridge?

彼は友達がいますか？

Does he have any friends?

ヘルプは必要ですか？

Do you need any help?

コーヒーはいかがですか？

Would you like some coffee?
Yes, please.

はい、お願いします。
スープは頂けますか？

Can I have some soup, please?
Yes. Help yourself.

はい、自由にとって下さい。
お金を貸してくれませんか？
いいですよ。どれくらい必要ですか？

Can you lend me some money?
Sure. How much do you need?

私は写真を１枚も撮りませんでしたが、ジェーンは何枚か撮りました。

I didn't take any pictures, but Jane took some.

コーヒーをどうぞ頂いて下さい。私はいりません。

You can have some coffee, but I don't want any.

今コーヒーを入れたところです。いかがですか？

I just made some coffee. Would you like some?

あなたの荷物はどこですか？

Where's your luggage?
I don't have any.

（荷物は）１つも持っていません。
クッキーはありますか？
はい、キッチンにあります。

Are there any cookies?
Yes, there are some in the kitchen.

彼女は何か言いました。

She said something.

彼女は何も言いませんでした。

She didn't say anything.

私は誰かを見かけました。

I saw somebody (someone).

私は誰も見かけませんでした。

I didn't see anybody (anyone).

何か食べたいですか？

Would you like something to eat?

今夜何かする予定ですか？

Are you doing anything tonight?

誰かがドアにいます。

Somebody's at the door.

スーはどこですか？誰か彼女を見ませんでしたか？

Where's Sue? Has anybody seen her?
EXERCISES（演習）:

チーズを買いましたがパンは（１つも）買いませんでした。

I bought some cheese, but I didn't buy any bread.

郵便局へ行くつもりです。切手が必要です。

I’m going to the post office. I need some stamps.

この街にはガソリンスタンドが１つもありません。

There aren't any gas stations in this part of town.

ゲリーとアリスには子供がいません。

Gary and Alice don't have any children.

あなたは兄弟姉妹はいますか？

Do you have any brothers or sisters?

庭に美しい花があります。

There are some beautiful flowers in the garden.

マイアミでどこか良いホテルを知りませんか？

Do you know any good hotels in Miami?

お茶はいかがですか？
はい、お願いします。

Would you like some tea?
Yes, please.

私たちは休暇中に、いくつかの面白い場所へ行きました。

When we were on vacation, we visited some interesting places.

お米を買わないで下さい。必要ありません。

Don't buy any rice. We don't need any.
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オレンジを買いに出かけましたが、お店に１つもありませんでした。

I went out to buy some oranges, but they didn't have any at the
store.

喉が渇いています。お水を頂いていいですか？

I'm thirsty. Can I have some water, please?

髪を洗いたいです。シャンプーはありますか？

I want to wash my hair. Is there any shampoo?

警察官があなたと話したいそうです。いくつか質問したいそうです。

The police want to talk to you. They want to ask you some
questions.

カメラを持っていないので、写真が（一枚も）撮れません。

I don't have my camera, so I can't take any pictures.

あなたは外国語は話しますか？

Do you speak any foreign languages?

昨晩、何人かの友達とレストランに行きました。

Last night I went to a restaurant with some friends of mine.

コーヒーにミルクを頂けますか？

Can I have some milk in my coffee, please?

このカメラは動いていません。電池が切れています。

This camera isn't working. There aren't any batteries in it.

このオフィスは暑いです。新鮮な空気を吸いに外に出ます。

It’s hot in this office. I'm going out for some fresh air.

フルーツはいかがですか？
いいえ、結構です。十分に食べました。

Would you like some fruit?
No, thank you. I've had enough to eat.

この仕事は一人で出来ます。ヘルプは必要ありません。

I can do this job alone. I don't need any help.

ジェーンは写真を撮りませんでしたが、私は何枚か撮りました。

Jane didn't take any pictures, but I took some.

あなたの荷物はどこですか？

Where’s your luggage?
I don't have any.

（荷物は）１つも持っていません。
お金が必要ですか？
いいえ、大丈夫です。いくらかあります。
お金を貸してくれませんか？
ごめんなさい、何も持ち合わせていません。
そのお店のトマトはあまり良さそうではなかったので、１つも買いませんでし

Do you need any money?
No, thank you. I have some.
Can you lend me some money?
I'm sorry, but I don't have any.

た。

The tomatoes at the store didn't look very good, so I didn't buy
any.

そのお店のオレンジは良さそうだったので、いくつか買いました。

There were some nice oranges at the store, so I bought some.

昨日、何回電話しましたか？

How many phone calls did you make yesterday?
I didn't make any.

１回もしませんでした。
ある女性が私を呼び止めて何か言いましたが、私はわかりませんでした。
どうかしたの？

A woman stopped me and said something, but I didn't
understand.

目に何か入ったみたい。

What's wrong?
There’s something in my eye.

政治について何か知っていますか？

Do you know anything about politics?

お店に行きましたが、何も買いませんでした。

I went to the store, but I didn't buy anything.

誰か窓を破りました。誰がやったかわかりません。

Somebody broke the window. I don't know who.

カバンの中には何も入っていません。空っぽです。

There isn't anything in the bag. It's empty.

私の会議を探しています。誰か見ませんでしたか？

I’m looking for my keys. Has anybody seen them?

何か飲み物はいかがですか？

Would you like something to drink?

お腹が空いていかなったので、何も食べませんでした。

I didn't eat anything because I wasn't hungry.

これは秘密です。誰にも話さないで下さい。

This is a secret. Please don't tell anybody.
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