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UNIT８８（ページ１７６〜１７７）翻訳

年老いている / より年老いている

old / older

重い / より重い

heavy / heavier

高い / より高い

expensive / more expensive

音節からなる短い語

Short, one syllable words ➜ - er:

素敵な / より素敵な

nice / nicer

ゆっくりな / よりゆっくりな

slow / slower

遅い / より遅い

late / later

安い / より安い

cheap / cheaper

大きい / より大きい

big / bigger

-yで終わる２音節の場合は、yをiに変えて-erを付ける

Words ending in - y ➜ - ier:

簡単な / より簡単な

easy / easier

重い / より重い

heavy / heavier

早い / より早い

early / earlier

ローマは古い（都市）ですが、アテネはもっと古いです。

Rome is old, but Athens is older.

車で行く方が安いですか？それとも電車で行く方が安いですか？

Is it cheaper to go by car or by train?

ヘレンは、もっと大きな車が欲しいと思っています。

Helen wants a bigger car.

このコートもいいのですが、他のコートの方がもっと素敵だと思います。

This coat is okay, but I think the other one is nicer.

そのバスに乗らないで。タクシーに乗った方が簡単です。

Don't take the bus. It's easier to take a taxi.

遠くに / より遠くに

far / farther

その駅までどれくらい遠いですか？1マイルですか？
いいえ、もっと遠いです。約2マイルあります。

How far is it to the station? A mile?
No, it's farther. About two miles.

２音節以上からなる長い語は、原級の前にmoreを置く

Long words (2,3,4 syllables) ➜ - more:

注意深く / もっと注意深く

careful / more careful

高価な / もっと高価な

expensive / more expensive

礼儀正しい / もっと礼儀正しい

polite / more polite

興味深い / もっと興味深い

interesting / more interesting

あなたはもっと注意すべきです。

You should be more careful.

私は、私の仕事が好きではありません。もっと面白いこと（興味深い）ことをし
たいです。

I don't like my job. I want to do something more interesting.

良い / もっと良い 悪い / もっと悪い

good / well ➜ - better:

bad ➜ - worse:

昨日天気はあまりよくありませんでしたが、今日は（昨日より）良い天気です。

The weather wasn't very good yesterday, but it's better today.

今日の気分は（昨日より）良いですか？
いいえ、もっと気分が悪いです。

Do you feel better today?
No, I feel worse.

どちらがより不快ですか？頭痛？それとも歯痛？

Which is worse - a headache or a toothache?
EXERCISES（演習）:

重い / より重い

heavy / heavier

大きい / より大きい

big / bigger

ゆっくりな / よりゆっくりな

slow / slower

高価な / より高価な

expensive / more expensive

（高さ）高い / より高い

high / higher

危険 / より危険

dangerous / more dangerous

古い / より古い

old / older
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強い / より強い

strong / stronger

幸せな / より幸せな

happy / happier

現代的な / より現代的な

modern / more modern

大切な / より大切な

important / more important

良い / より良い

good / better

大きい / より大きい

large / larger

真剣な / より真剣な

serious / more serious

可愛い (素敵な） / より可愛い （より素敵な）

pretty / prettier

混んでいる / より混んでいる

crowded / more crowded

より若い / より年上な

younger / older

より寒い / より暑い

colder / hotter

より安い / より高い

cheaper / more expensive

より良い / より悪い

better / worse

より近い / より遠い

nearer / farther

より簡単な / より難しい

easier / more difficult

ヘレンの車はあまり大きくありません。彼女はもっと大きな車を欲しがっていま
す。
私の仕事はあまり面白くありません。もっと面白い（興味深い）ことをしたいで

Helen's car isn't very big. She wants a bigger one.

す。

My job isn't very interesting. I want to do something more
interesting.

あなたはあまり背が高くありません。あなたの弟の方が背が高いです。

You're not very tall. Your brother is taller.

デービットはあまり一生懸命に働きません。私の方が勤勉に働きます。

David doesn't work very hard. I work harder.

私の椅子はあまり快適ではありません。あなたの椅子の方がより快適です。

My chair isn't very comfortable. Yours is more comfortable.

あなたのアイデアはあまり良くありません。私のアイデアの方がましです。

Your idea isn't very good. My idea is better.

この花はあまり素敵ではありません。その青い花の方が素敵です。

These flowers aren't very nice. The blue ones are nicer.

私のスーツケースはあまり重くありません。あなたのスーツケースの方が重いで
す。

My suitcase isn't very heavy. Your suitcase is heavier.

私はあまり芸術に興味がありません。私は歴史により興味があります。

I'm not very interested in art. I'm more interested in history.

今日はあまり暖かくありません。昨日の方が暖かかったです。

It isn't very warm today. It was warmer yesterday.

このトマトはあまり味がよくありません。他のトマトの方が良い味がしました。

These tomatoes don't taste very good. The other ones tasted
better.

ペルーはあまり大きな国ではありません。ブラジルの方が大きいです。

Peru isn't very big. Brazil is bigger.

ロス・アンジェルスはあまり美しい都市ではありません。サンフランシスコの方
が美しいです。

Los Angeles isn't very beautiful. San Francisco is more beautiful.

このナイフはあまりよく切れません。もっと切れるナイフはありますか？

This knife isn't very sharp. Do you have a sharper one.

今日の人々はあまり礼儀正しくありません。昔の方が、人々はもっと礼儀正し

People today aren't very polite. In the past they were more polite
(politer).

かったです。
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