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彼女はタクシーには乗りません。（タクシーを乗れるほどの）十分なお金があり
ません。 She isn't going to take a taxi. She doesn't have enough money.

彼は棚に届くことができません。（届くほど）十分に背が高くありません。 He can't reach the shelf. He isn't tall enough.

スープの塩気は足りていますか？ 

はい、足りています。
Is there enough salt in the soup? 
Yes, it's fine.

サッカーをしたかったのですが、選手が不足していました。 We wanted to play football, but we didn't have enough players.

どうして車を買わないのですか？十分なお金を持っているのに。 Why don't you buy a car? You've got enough money.

いくらかお金はありますが、車を買うには十分ではありません。 I got some money, but not enough to buy a car.

もっと召し上がりたいですか？ 

いいえ、結構です。十分に頂きました。
Would you like some more to eat? 
No, thanks. I've had enough.

あなたはいつも家にいます。出掛け足りません。 You're always at home. You don't go out enough.

泳ぎに行きたいですか？ 

いいえ、十分暖かくありません。
Do you want to go swimming? 
No, it isn't warm enough.

ラジオは聞こえますか？十分な音量ですか？ Can you hear the radio? Is it loud enough for you?

あのコートは買わないで。素敵だけど、十分長くありません。 Don't buy that coat. It's nice, but isn't long enough.

このセーターは私には十分大きくない。 This sweater isn't big enough for me.

新しい車を買えるほどのお金は持っていない。 I don't have enough money for new car.

新しい車を買えるほどのお金を持っていない。 I don't have enough money to buy a new car.

あなたの英語は、会話できるほど上手ですか？ Is your English good enough to have a conversation?

みんなが座るだけの椅子はない。 There aren't enough chairs for everybody to sit down.

EXERCISES（演習）:

彼女は十分なお金を持っていない。 She doesn't have enough money.

十分な椅子がない。 There aren't enough chairs.

彼女は十分な塗料がない。 She doesn't have enough paint.

十分な風がない。 There isn't enough wind.

彼は十分な高さがない。 He isn't tall enough.

その車は十分大きくない。 The car isn't big enough.

彼の脚は、十分長くない。 His legs aren't long enough.

彼は十分強くない。 He isn't strong enough.

スープの塩気は足りていますか？ 
はい、十分です。

Is there enough salt in the soup? 
Yes, it's fine.

ラジオは聞こえますか？十分に聞こえますか？ Can you hear the radio? Is it loud enough for you?

そうしたかったら学校を辞めてもいい。彼は十分な年齢（大人）です。 He can quit school if he wants - he's old enough.

去年NYを訪ねた時、見たかった全てのものを見るための十分な時間がありませ
んでした。

When I visited New York last year, I didn't have enough time to 
see all the things I wanted to see.

この家は、大家族にとって十分な大きさではありません。 This house isn't big enough for a large family.

ティナはとても痩せています。彼女は十分に食べません。 Tina is very thin. She doesn't eat enough.

私のオフィスはとても小さいです。十分なスペースがありません。 My office is very small. There isn't enough space.

遅い時間ですが、今寝たくありません。十分に疲れていません。 It's late, but I don't want to go to bed now. I'm not tired enough.

リサは、とても良いテニスプレイヤーですが、練習を十分にしません。 Lisa isn't a very good tennis player because she doesn't practice 
enough.

私たちは車を買うほどの十分なお金がありません。 We don't have enough money to buy a car.

このナイフはトマトを切るのに十分な鋭さがありません。 This knife isn't sharp enough to cut tomatoes.
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海（湖、川）は、泳ぎに行くには十分暖かくありません。 The water wasn't warm enough to go swimming.

サンドイッチを作るのに十分なパンはありますか？ Do we have enough bread to make sandwiches?

私たちは上手だが、そのゲームに勝つほど十分に上手ではない。 We played well, but not well enough to win the game.

その新聞を読むのに十分な時間がない。 I don't have enough time to read the newspaper.
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