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たくさんのお金 a lot of money

多くないお金（少ないお金） not much money

たくさんの本 a lot of books

多くない本（少ない本）」 not many books

MUCH + 不可算名詞 MUCH + uncountable noun

たくさんの食べ物を買いましたか？ Did you buy much food?

私たちは荷物はあまりありません。 We don't have much luggage.

お金はいくら欲しいですか？ How much money do you want?

お金はありますか？ 

いくらかはありますが、多くはありません。
Do you have any money? 
I have some, but not much.

MANY + 複数名詞 MANY + plural noun

あなたはたくさんの本を買いましたか？ Did you buy many books?

私たちは人数はわかりません。 We don't know how many people.

写真を何枚撮りましたか？ How many photos did you take?

写真は撮りましたか？ 

何枚か撮りました。多くは撮りませんでした。
Did you take any photos? 
I took some, but not many.

A LOT OF + 不可算名詞 or 複数名詞 A LOT OF + uncountable nouns or plural nouns

私たちはたくさんの食べ物を買いました。 We bought a lot of food.

ポーラには暇な時間があまりありません。 Paula doesn't have a lot of free time.

私たちはたくさんの本を買いました。 We bought a lot of books.

彼らは多くの質問をしましたか？ Did they ask a lot of questions?

There IS a lot of (不可算名詞) There IS a lot of (uncountable noun)

食べ物がたくさんあります。 

たくさんのお金がありました。 

水がたくさんありました。

There is a lot of food. 
There was a lot of money. 
There was a lot of water.

There ARE a lot of  (複数可算名詞) There ARE a lot of (countable noun)

たくさんの木があります。 

お店がたくさんあります。 

たくさんの人がいます。

There are a lot of trees. 
There are a lot of shops. 
There are a lot of people.

多くの人が英語を話します。 A lot of people speak English.

あなたはコーヒーをたくさん飲みますか。 Do you drink much coffee?

私はコーヒーはあまり飲みません。 I don't drink much coffee.

私はコーヒーをたくさん飲みます。 I drink a lot of coffee.

コーヒーをたくさん飲みますか。 

はい、たくさん飲みます。
Do you drink much coffee? 
Yes, a lot.

私たちはたくさんの友達がいます。 

私たちはたくさんの友達がいます。
We have many friends. 
We have a lot of friends.

私たちは友達があまりいません。 

私たちは友達があまりいません。
We don't have many friends. 
We don't have a lot of friends.

あなたは友達はいますか？ 

あなたは友達はたくさんいますか？
Do you have any friends? 
Do you have a lot of friends?

ドナは私に話しかけましたが、彼女はあまり多くを言いませんでした。 Donna spoke to me, but she didn't say much.

テレビをよく見ますか？ 

いいえ、あまり見ません。
Do you watch TV much? 
No, not much.

私たちは映画が好きなので、映画によく行きます。 We like movies, so we go to the movies a lot.

私は彼があまり好きではありません。 I don't like him very much.
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EXERCISES（演習）:

たくさんの食べ物を買いましたか？ Did you buy much food?

この町にはホテルがたくさんありません。 There aren't many hotels in this town.

ガソリンがあまりありません。（どこかに）寄って、いくらか買う必要がありま
す。

We don't have much gas. We need to stop and get some.

電車にはたくさんの人がいましたか？ Were there many people on the train?

多くの学生が試験に落ちましたか？ Did many students fail the exam?

ポーラはお金があまりありません。 Paula doesn't have much money.

私は空腹ではなかったので、あまり食べませんでした。 I wasn't hungry, so I didn't eat much.

最近ゲイリーがどこに住んでいるのかわかりません。 長年彼に会っていませ
ん。

I don't know where Gary lives these days. I haven't seen him for 
many years.

パーティーには何人来ますか？ How many people are coming to the party?

その店で牛乳はどれくらい買えばいいですか？ How much milk should I get at the store?

パンをどれくらい買いましたか？ How much bread did you buy?

サッカーチームには何人の選手がいますか？ How many players are there on a football team?

私はあまり読書しません。何も本は持っていません。 I don't read very much. I don't have any books.

急いで！時間があまりありません。 Hurry up! We don't have much time.

よく旅行をしますか？ 多くの国に行ったことがありますか？ Do you travel a lot? Have you been to many countries?

ティナはここにあまり長く住んでいないので、多くの人を知りません。 Tina hasn't lived here very long, so she doesn't know many 
people.

荷物はたくさんありますか？ 

いいえ、このバッグだけです。
Do you have much luggage? 
No, only this bag.

私は東京をよく知っています。 何度も行ったことがあります。 I know Tokyo very well. I've been there many times.

私は読書が好きです。 私はたくさんの本を持っています。 I like reading. I have a lot of books.

私たちは博物館への訪問を楽しみました。たくさんの面白いものを見ました。 We enjoyed our visit to the museum. We saw many interesting 
things.

この道はとても危険です。 事故が多いです。 This road is very dangerous. There are many accidents.

私たちは休暇を楽しみました。 とても楽しかったです。 We enjoyed our vacation. We had a lot of fun.

ここを運転するのに長い時間がかかりました。 たくさんの交通量がありまし
た。

It took me a long time to drive here. There was a lot of traffic.

コーヒーをたくさん飲みますか？ Do you drink much coffee?

私はお茶をたくさん飲みます。 I drink a lot of tea.

寒い冬でした。 雪がたくさん降りました。 It was a cold winter. We had a lot of snow.

昨年の冬は雪が少なかったです。 There wasn't much snow last winter.

世界中を旅するにはたくさんお金がかかります。 It cost a lot of money to travel around the world.

このペンは安かったです。あまり費用がかかりませんでした。 This pen was cheap. It didn't cost much.

あなたはコンピュータについてよく知っていますか？ Do you know much about computers?

荷物はありますか？ 

はい、たくさんあります。
Do you have any luggage? 
Yes, a lot.

ジムは映画が大好きです。 彼は映画によく行きます。 Jim loves movies. He goes to the movies a lot.

ニコールはテレビが退屈だと思っています。 彼女はテレビをあまり見ません。 Nicole thinks TV is boring. She doesn't watch much TV.

ティナはテニスが上手です。 彼女はテニスをよくします。 Tina is a good tennis player. She plays tennis a lot.

マーティンは運転が嫌いです。 彼は自分の車をあまり使いません。 Martin doesn't like to drive. He doesn't use his car a lot (much).

ポールはほとんどの時間を家で過ごします。 彼はあまり出かけません。 Paul spends most of his time at home. He doesn't go out a lot 
(much).

スーは世界中に行ったことがあります。 彼女はよく旅行します。 Sue has been all over the world. She travels a lot.
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