マーフィーのケンブリッジ英文法（初級編）

UNIT９０（ページ１８０〜１８１）翻訳

ローマはアテネほど古くない。

Rome is not as old as Athens.

グランドホテルは、ウェスティンほど高くない。

The Grand Hotel isn't as expensive as the Western.

私はあなたほど頻繁にサッカーをしない。

I don't play soccer as often as you.

天気は昨日よりも良い。（昨日ほど）寒くない。

The weather is better than it was yesterday. It isn't as cold.

私はあなたほどお金を持っていない。

I don't have as much money as you.

私はあなたほど多くの人を知らない。

I don't know as many people as you.

私はあなたほど出かけない。

I don't go out as much as you.

ローマはアテネほど古くない。

Rome is not as old as Athens.

アテネはローマよりも古い。

Athens is older than Rome.

テニスはサッカーほど人気がない。

Tennis isn't as popular as soccer.

サッカーはテニスよりも人気だ。

Soccer is more popular than tennis.

私はあなたほど出かけない。

I don't go out as much as you.

あなたは私よりも出かける。

You go out more than me.

彼女は彼ほど年老いていない。

She's not as old as him.

彼女は彼ほど年老いていない。

She's not as old as he is.

あなたは私ほど懸命に仕事をしない。

You don't work as hard as me.

あなたは私ほど懸命に仕事をしない。

You don't work as hard as I do.

今日の天気は、昨日と同じです。

The weather today is the same as yesterday.

私の髪は、あなたの髪と同じ色です。

My hair is the same color as yours.

私はティムと同じ時間に着きました。

I arrived at the same time as Tim.
EXERCISES（演習）:

AはCよりも大きいが、Bほど大きくない。

A is bigger than C, but not as big as B.

AはBよりも長いが、Cほど長くない。

A is longer than B, but not as long as C.

CはAよりも重いが、Bほど重くない。

C is heavier than A, but not as heavy as B.

AさんはBさんより若いが、Cさんほど若くない。

A is younger than B, but older than C.

BさんはCさんよりお金を持っているが、Aさんより少ない。

B has more money than C, but less money than A.

CさんはAさんより懸命に働くが、Bさんほどではない。

C works harder than A, but not as hard as B.

アテネは、ローマよりも古い。

Athens is older than Rome.
Rome isn't as old as Athens.

ローマは、アテネほど古くない。
私の部屋はあなたの部屋より大きい。
あなたの部屋は、私の部屋ほど大きくない。
あなたは私よりも早く起きる。
私はあなたほど早く起きない。
私たちは彼らよりも上手だった。
彼らは私たちほど上手でなかった。
私はここにあなたよりも長くいる。
あなたはここに私ほど長くいない。
彼女は彼より緊張している。

My room is bigger than yours.
Your room isn't as big as mine.
You got up earlier than me.
I didn't get up as early as you.
We played better than them.
They didn't play as well as us.
I've been here longer than you.
You haven't been here as long as me.

彼は彼女ほど緊張していない。

She's more nervous than him.
He isn't as nervous as her.

アテネはローマより古い。

Athens is older than Rome.

私はあなたほどテレビを見ない。

I don't watch TV as much as you do.

あなたは私より食べる。

You eat more than me.

私は昨日より今日は疲れている。

I'm more tired today than I was yesterday.
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ジョーは本人（彼）が思うほど賢くない。

Joe isn't as intelligent as he thinks.

ベルギーは、スイスより小さい。

Belgium is smaller than Switzerland.

ブラジルはカナダほど大きくない。

Brazil isn't as big as Canada.

私は１時間以上待つことはできない。

I can't wait more than an hour.

アンディはローラと同い年だ。

Andy is the same age as Laura.

ジュリアはローラと同じストリートに住んでいる。

Julia lives on the same street as Laura.

ジュリアはアンディと同じ時間に起きた。

Julia got up at the same time as Andy.

アンディの車はローラの車と同じ色だ。

Andy's car is the same color as Laura's.
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