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☒  very [ヴェりィ]

副 とても、たいへん

【否定文で】あまり(～ない)

形 まさにその

☒  much [マッチ]

副 たいへん、おおいに、【比較の文で】ずっと

形 たくさんの、多くの、多量の (⇔ little)

【数えられない名詞の前に使う】

[比較変化] much - more - most

代 たくさん、多量

☒  sure [シュア]

副 もちろん、そうですとも、確かに

形 確信して、きっと～する
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How much 不可算名詞(~) … ?

『どのくらいの(量の)～。』

How much ~ ? 『～はいくらですか。』

Thank you very much. 『どうもありがとうございます。』

This book is very interesting. 『この本はとてもおもしろいです。』

I don’t like cats very much. 『私はネコがあまり好きではありません。』

※ 否定文では very を｢あまり｣と訳す。

very much = so much

『とても、たいへん』

Very good.

『たいへんけっこうです。

とても良いです。』

He is the very person (that) I want to see.

『彼こそがまさに私が会いたい人です。』

※ 関係代名詞 that の特別用法 →【単語帳 No. 9 … that】参照。

かんたん英文法【関係代名詞】も参照のこと。

Can I use the phone ? → Sure.

『電話を使ってもいいですか？』『いいよ[もちろん]。』

※ Sure. のかわりに Certainly. [サートゥンリィ] を使うと、

とてもていねいな肯定になる。→【単語帳 No.1037】

That girl is sure cute. 『あの女の子は確かにかわいい。』

※ cute [キュート] ｢(小さくて)かわいい｣

Are you sure ? 『確かですか？』【相手の言った発言に対して】

→ Yes, I’m sure. 『はい、確かです。』

She is sure of her success. 『彼女は成功を確信しています。』

I’m sure (that) Tom will win the game.

『私はトムがその試合に勝つことを確信しています。』

Be sure to come at noon. 『かならず正午に来て。』

Emi likes music very much. = Emi loves music.

『エミは音楽がとても好きです[大好きです]。』

He eats much [a lot]. 『彼はたくさん食べる。』

※ a lot ｢たいへん、とても｣

Tom is much taller than I [me].

『トムは私よりずっと背が高い。』

※ 形容詞･副詞の比較級を強めるときに very は使えない。

I feel much better today than yesterday.

『私は (昨日より)今日はずっと気分がいいです。』

much … 数えられない名詞の前に使う。

many … 数えられる名詞の前に使う。

a lot of … 数えられる名詞、数えられない

名詞のどちらにも使える。

lots of ~ とも言う。

→ lot [ラット] は ｢たくさん、多量｣の意味。

※ many, much はふつう疑問文･否定文で使う。

肯定文では a lot of ~ を使うことが多い。

☆ plenty [プレンティ] of ~【肯定文で使う】

… a lot of ~ ｢たくさんの～｣ と同じ用法。

I want much [a lot of] water.
『私はたくさんの水がほしい。』

We have much [a lot of] rain in June.

= It rains much [a lot] in June. ※ この much は 副詞

『６月にはたくさん雨が降ります。』

How much money do you need ?
『あなたはどのくらいのお金が必要ですか?』

Sure. 『いいよ。もちろん。』

… アメリカで Yes. のかわりによく

使われる。

OK. (O.K. ) [オウケイ] や、

All right. とほぼ同意。

How much is this book ? 『この本はいくらですか？』

I have much to say. 『私は言うことがたくさんあります。』

be sure of ~ = be sure (that) ~
『～を確信している。』

be sure to ~
『かならず[きっと]～する』

make sure (of)『(～を)確かめる』

活用

注意

発音注意
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