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Lesson 76

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ	

We spent a lot of money on
this promotion.
我が社はこの宣伝活動にたくさんのお金をかけました。	

2 SITUATION
状況	
Mr. Aota and Ms. Parks are discussing their new product.
青田さんとパークさんは新製品について話しています。	

3 DIALOGUE
ダイアログ	
Directions: First repeat after your tutor and then practice each role.
課題： 先生の後に続いてくり返した後、それぞれの役を練習してみましょう。 	

Mr. Aota : At last we’ll launch our new product
tomorrow!
Ms. Parks: Yes. I hope it’ll be a big success, we
spent a lot of money on this
promotion.
Mr. Aota : Not only money, but a lot of time too.
We spent three years on this project.
Ms. Parks: It’s been that long? Ah, I can’t wait
for tomorrow!

青田：
ついに明日わが社の新商品の販売で
すね。
パークス：
ええ。大成功を収められるといいです
ね、我々は多くのお金をこの宣伝活動
にかけましたからね。

青田：
お金だけじゃなく、時間もですよ。
このプロジェクトに3年費やしています
からね。	
	
パークス：
もうそんなになりますか？ああ、明日
が待ち遠しいです！

4 VOCABULARY
語い	

Directions: First repeat after your tutor and then read aloud by yourself.
課題： 先生の後に続いてくり返した後、今度はひとりで発音してみましょう。 	

at last
product
promotion

製品

launch
発売する、着手する
not only A but (also) B(,too)

宣伝活動、販売促進

AだけでなくBも

ついに
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント	

We spent a lot of money on this
promotion.

我が社はこの宣伝活動にたくさんのお金をかけました。	

To Express the Quantity of Something
数量を表す	

Directions: First repeat after your tutor and then read aloud again by yourself.
課題： 先生の後に続いてくり返した後、今度はひとりで発音してみましょう。 	

COUNTABLE	
many- He can handle many documents in a day.	

可算名詞に
彼は一日にたくさんの書類を処理できる。
	
数日の内に新サービスを開始する予定です。	

a few- We’re going to launch a new service in a few
days.	
UNCOUNTABLE	
a little- He knows a little about the project.	

不可算名詞に	
彼はプロジェクトのことを少し知っている。

much- He has much confidence in his ability.	

彼は自分の能力に大いに自信がある。	

BOTH	

両方に	

a lot- There’s a lot of information on the web.

インターネット上にはたくさん情報がある。	

lots of- We’ve made lots of breakthroughs in software
development.

我々はソフト開発において多くの飛躍的進
歩を遂げた。

some- I’d like to order some items in your catalogue.

カタログの商品を注文したいのですが。	

6 ACTIVITY
練習	
Activity 1: Use the right quantifier and a noun and make sentences.
練習1： 適当な数量詞と名詞を組み合わせて、文章を作ってみましょう。	

QUANTIFIERS数量詞

NOUNS名詞

a lot of
lots of
some

document
baggage
leafletチラシ

many
a little

much
a few

news
fileファイル	
coworker同僚

Activity 2： Make some sentences about yourself using quantifiers.
練習2： 数量を表す言葉を用いていくつかの文を作ってみましょう。	
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