マーフィーのケンブリッジ英文法（初級編）

UNIT ９３（ページ１１８〜１１９）

too + 形容詞/副詞「…すぎる」

Too + adjective / adverb (two big / too hard, etc.)

その靴は彼には大きすぎます。

The shoes are too big for him.

砂糖が多すぎです。

There is too much sugar in it.

ラジオのボリュームを下げてもらえませんか？音が大きすぎます(私が望
むよりも大きい）

Can you turn the radio down? It's too loud. (= louder than I want)

仕事が出来ません。疲れすぎています。

I can't work. I'm too tired.

あなたは働きすぎだと思います。

I think you work too hard.

too much + 不可算名士/ too many + 複数可算名詞

Too much / too many = more than you want to, more than is good:

ここの天候が好きではありません。雨が降りすぎます。

I don't like the weather here. There is too much rain.

他のレストランに行きましょう。ここは人が多すぎます。

Let's go to another restaurant. There are too many people here.

エミリーはいつも勉強しています。彼女は勉強しすぎだと思います。

Emily studies all the time. I think she studies too much.

渋滞はこの街では問題です。車が多すぎます。

Traffic is a problem in this town. There are too many cars.

大きすぎる
その帽子は彼には大きすぎます。
ラジオの音が大きすぎます。ボリュームを下げてもらいますか？
私のコーヒーには砂糖が多すぎです。（私の好みよりも
多く入っている。）

Too big:
The hat is too big for him.
The radio is too loud. Can you turn it down, please?
There's too much sugar in my coffee. (= more sugar than I want)
I don't feel very well. I ate too much.

あまり気分がよくありません。食べ過ぎました。
十分に大きくない；
その帽子は、彼には十分な大きさではありません（小さすぎます）。
ラジオは十分な音が出ていません。ボリュームを上げてもらえますか？
私のコーヒーに十分な砂糖が入っていません(もっと砂糖が必要です)。
あなたはとても痩せています。十分に食べていません。

Not big enough:
The hat isn't big enough for him (= it's too small)
The radio isn't loud enough. Can you turn it up, please?
There's not enough sugar in my coffee. (= I need more sugar)
You're very thin. You don't eat enough.

これらの靴は私には大きすぎます。

These shoes are too big for me.

小さな家です。大家族には小さすぎます。

It's a small house — too small for a large family.

出かけるのに疲れすぎています。

I'm too tired to go out.

外で座るには寒すぎます。

It's too cold to sit outside.

私には彼女が話すのが速すぎて理解できません。

She speaks too fast for me to understand.
EXERCISES（演習）:

その音楽はうるさすぎます。

The music is too loud.

その箱は重すぎです。

The box is too heavy.

その網は、低すぎます。

The net is too low.

彼女は速く運転しすぎています。

She's driving too fast.

そのボールは大きすぎます。

The ball is too big.

その美術館は、人が多すぎです。

The museum is too crowded.

あなたはいつも家にいます。あなたは十分に外出していません。

You are always at home. You don't go out enough.

ここの天候が好きではありません。雨ばっかりです。

I don't like the weather here. There's too much rain.

彼らを待つことが出来ません。私には十分な時間がありません。

I can't wait for them. I don't have enough time.

浜辺で座る場所がありません。人が多すぎです。

There was nowhere to sit on the beach. There were too many people.

あなたはいつも疲れています。あなたは働きすぎていると思います。

You're always tired. I think you work too hard.
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十分に食べましたか？
はい、ありがとうございます。

Did you have enough to eat?
Yes, thank you.

あなたはコーヒーを飲みすぎます。あまりよくないですよ。

You drink too much coffee. It's not good for you.

あなたは十分に野菜を食べません。もっと食べるべきですよ。

You don't eat enough vegetables. You should eat more of them.

ここの天候が好きではありません。寒すぎます。

I don't like the weather here. It's too cold.

私たちのチームは良くプレイしませんでした。間違えしすぎました。

Our team didn't play well. We made too many mistakes.

お茶に氷がほしいですか？
はい、でもたくさんはいりません。

Would you like some ice in your tea?
Yes, but not too much.

仕事が出来ませんでした。疲れすぎていました。

I couldn't work. I was too tired.

ラジオのボリュームを上げてくれますか？十分に聞き取れません。

Can you turn the radio up, please? It isn't loud enough.

家に歩いて帰りたくありません。遠すぎます。

I don't want to walk home. It's too far.

その店で何も買わないで。高すぎます。

Don't buy anything in that store. It's too expensive.

この鞄の中には、あなたの持ち物全てを入れることはできません。大き
さが十分ではありません。
その演習が出来ませんでした。難しすぎました。
あなたの仕事は、もっと良くなる（改善する）必要があります。まだ十
分ではありません。

You can't put all your things in this bag. It isn't big enough.
I couldn't do the exercise. It was too difficult.
Your work needs to be better. It isn't good enough.

今あなたと話せません。とても忙しいのです。

I can't talk to you now. I am too busy.

その映画は退屈だと思いました。長すぎました。。

I thought the movie was boring. It was too long.

外に出かけるには寒すぎます。

It's too cold to go out.

寝るには早すぎます。

It's too early to go to bed.

彼らは、結婚するには若すぎます。

They are too young to get married.

夜に出かけるのは危険すぎます。

It's too dangerous to go out at night.

今スーに電話するのは遅すぎます。

It's too late to call Sue now.

何かを言うに、驚きすぎました（驚きすぎて、言葉がない）。

I was too surprised to say anything.
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