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《 長い形容詞・副詞 と 短い形容詞・副詞 の区別 》 

     一般的には単語を「音節（おんせつ）」で区切り、「3 音節以上は“長い”」と区別しますが、 
     「イチから（初級）」の教材を学習中の皆さんは、このように覚えておくとよいと思います。 
                                    ↓ 
              母音（a, i, u, e, o）が 3 つ以上含まれている語は、「長い」！ 
     difficult（3 つ）、interesting（4 つ）、useful（3 つ）、beautiful（5 つ）、popular（3 つ） … 
     すべて「長い」語です。 
     ちなみに pretty は母音 1 つだけ！「短い」扱いなのも納得！よくできてる～o(≧▽≦)o 
 
     ただし、例外もあります。 
     たとえば slowly（スロウリー）という副詞 … 母音は 1 つだけですが、「長い」語です。 
    (－▽－)＜何事にも例外はつきもの。「例外ね♪よっしゃ♪」と（？）記憶に刻んでおきましょう☆ 
 

 
さてもう 1 つ、こんな表も。 

原級 （もともとの形） 比較級 最上級 
good better the best 
well better the best 

many more the most 
much more the most 

… … … 
これらの形容詞・副詞は、比較級や最上級を作る時に、 
er や est を付けたり、more や the most を前に置いたりしない、「特別な」語です。 
ということは、このまま丸ごと覚えるしかない！ 
「イチから（初級）」学習中の皆さんは、特に、good と well についてはよく覚えておいてね( ^^)φ 
 
 
【ミニ練習問題】 次の形容詞・副詞の意味、比較級、最上級をそれぞれ書け。 

意味 比較級               最上級 
young      (         若い          )(        younger         )(      the youngest       ) 
hot          (         暑い          )(        hotter          )(       the hottest        ) 
large        (         大きい         )(        larger          )(       the largest        ) 
interesting   (        面白い         )(    more interesting    )(   the most interesting    ) 
easy         (     簡単な（やさしい）   )(        easier          )(       the easiest        ) 
big          (        大きい         )(        bigger          )(       the biggest        ) 
well         (        上手に         )(        better          )(         the best         ) 
useful      (        役に立つ       )(       more useful      )(      the most useful     ) 
good         (      上手な（良い）     )(        better          )(         the best         ) 
famous      (        有名な         )(      more famous      )(     the most famous     ) 
early        (          早く          )(        earlier          )(       the earliest       ) 
☆気をつけなければいけない点、気をつけながら書けたかな～？ ばっちり書けた人、お見事 o(^▽^)o 
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★ここからは、形容詞・副詞の原級、比較級、最上級、それぞれの使い方を見ていきましょう。 

① 原級 

●いわゆる普通の文の時。 
Yuki is pretty. ユキはかわいい。  Nana is young. ナナは若い。 
This book is new. この本は新しい。  This picture is beautiful. この絵は美しい。 
Takuya plays the guitar well. タクヤは上手にギターを弾く。 
別に他の何とも比べていない、「普通の文」です。 
こういう文の時は、形容詞・副詞は原級の形で使いますね。 
 
● as … as ～ 「～と同じくらい… 」という表現の時。 
この表現を用いた文では、形容詞・副詞は必ず原級で使われます。 
Yuki is as pretty as I. ユキは私と同じくらいかわいい。 
Nana is as young as he. ナナは彼と同じくらい若い。 
This book is as new as mine. この本は私の（本）と同じくらい新しい。 
This picture is as beautiful as that one. この絵（写真）はあの絵（写真）と同じくらい美しい。 
Takuya plays the guitar as well as you. タクヤはあなたと同じくらい上手にギターを弾く。 
 
この表現に not や don’t （doesn’t、didn’t）が入って否定文になることもあるよ。 
not as … as ～ 「～ほど…ではない 」という表現も一緒に覚えておこう(^o^)/ 
★次の英文をそれぞれ和訳してみてね。 
Yuki is not as pretty as I.               (    ユキは私ほどかわいくない。           ) 
Nana is not as young as he.             (    ナナは彼ほど若くない。              ) 
This book is not as new as mine.          (    この本は私の（本）ほど新しくない。       ) 
This picture is not as beautiful as that one.   ( この絵（写真）はあの絵（写真）ほど美しくない。 )
Takuya doesn’t play the guitar as well as you. ( タクヤはあなたほど上手にギターを弾かない。 )
 

② 比較級 

● 「～より…だ」という表現の時。 
 「～より」は than （ザン） という語で表します。 
 文の中に than が使われていたら、形容詞・副詞は必ず比較級！ 
Yuki is prettier than I. ユキは私よりかわいい。  Nana is younger than he. ナナは彼より若い。 
This book is newer than mine. この本は私の（本）より新しい。 
This picture is more beautiful than that one. この絵（写真）はあの絵（写真）より美しい。 
Takuya plays the guitar better than any other boy.  タクヤは他のどの少年より上手にギターを弾く。 
 
● 「（○○と□□で）どちらが…ですか？」という表現の時。 
Who is younger, Yuki or Takuya? ユキとタクヤではどちらが若いですか？ 
Which is more difficult, this book or that one? この本とあの本ではどちらが難しいですか？ 
Which do you like better, dogs or cats? あなたは犬と猫ではどちらが好きですか？ 

☆「ユキは私と同じくらいかわいくない」等としないようにね！否定文になると「～と同じくらい」という意味ではなくなるよ(^o^)b 


