
第 章4
比　較
前置詞
接続詞

04章_初.indd   139 2017/07/11   15:41



140 141

比較…原級 55
I am as old as you. as＋原級＋as

「と同じ～」
私は同じ年齢です　あなたと

I can run as fast as you. as＋原級＋as
「と同じくらい～」

私は走れる　同じくらい速く　あ
なたと

I am not as rich as you. not as＋原級＋as
「と同じほど～でない」

私は同じほど金持ちでない　あな
たと

I can’t cook as well as you. not as＋原級＋as
「と同じほど～でない」

私は料理を同じほどうまくできな
い　あなたと

I am as good a teacher as you. as＋原級＋a＋名詞＋as
「と同じほど～」

私は同じほどいい先生である　あ
なたと

You must be as kind as you can. as＋原級＋as one can
「できるだけ～」

あなたは　でなければならない　
できるだけ親切

You must be as kind as possible. as＋原級＋as possible
「できるだけ～」

あなたは　でなければならない　
できるだけ親切

I have two times as much money as you 
have.

two times as＋原級＋名詞＋as～
「～の 2 倍の」

私は持っている　 2 倍のお金を　
あなたが持っている

I am not so much a writer as an artist. not so much A as B
「AというよりはB」

私は作家というよりは　芸術家だ

I work as hard as anybody. as＋原級＋as anybody
「誰にも劣らず～」

私は働く　一生懸命に　誰にも劣
らず

You are as beautiful as ever. as＋原級＋as ever
「相変わらず～」

あなたは美人である　相変わらず
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比較…比較級 56
I am older than you. 比較級＋than

「よりも～」
私は年上だ　あなたよりも

I am older than you by two years. by two years
「 2 歳だけ」

私は年上だ　あなたより　 2 歳だ
け

I ran faster than you. 比較級＋than
「よりも～」

私は速く走る　あなたよりも

This box is much heavier than that one. much～
比較級を強める

この箱はずっと重い　それより

This room is a little larger than that room. little～
比較級を強める

この部屋は少し広い　そちらの部
屋より

You are smaller than I, but you are stronger 
(than I).

than～
省略

あなたは小さい　私よりも　しか
しあなたは強い（私よりも）

I feel much better today (than before). than～
省絡

私は気分がずっとよい　今日は
（以前よりも）

I love her more than I love you. more than I love you
「私があなたを愛するよりも」

私は彼女を愛する　私があなたを
愛するよりも

I love her more than you love her. more than you love her
「あなたが彼女を愛するよりも」

私は彼女を愛する　あなたが披女
を愛するよりも

I am more shy than quiet. more A than B
「BというよりはむしろA」

私はより恥ずかしがり屋だ　おと
なしいというよりは

I am lazy rather than foolish. A rather than B
「BというよりはむしろA」

私はより怠け者だ　馬鹿というよ
りは
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比較…注意すべき用法① 57
I am the taller of the two. the+比較級+of the two

「二つのうちの～のほう」
私は背が高いほうだ　二人のうち
の

Nothing is more precious than love. 否定語＋比較級＋than
「～ほど…なものはない」

何もない　より貴重なものは　愛
ほど

It is no bigger than a matchbox. no bigger than～
「～より大きくない」

それは　大きくない　マッチ箱よ
りも（マッチ箱ほどの大きさしか
ない）

I am no stronger than you. no stronger than
「～より強くない」

私は　強くない　あなたよりも
（あなたと同じくらい弱い）

You are no better than the devil. no better than
「～よりよくない」（～も同然）

あなたはよくない　悪魔より（悪
魔も同様だ）

I have no more than ten dollars. no more than～
「たった～しかない」

私は持ってない　たった10ドルし
か

I have not more than ten dollars. not more than～
「せいぜい～くらい」（以上ではない）

私は持っている　せいぜい10ドル
くらいを

I have no less than a million dollars. no less than＋数詞
「～も」

私は持っている　100万ドルも

I have not less than a million dollars. not less than+数詞
「少なくとも～」（以下ではない）

私は持っている　少なくとも100
万ドルを

I can speak French, but much more 
English.

much more～
「まして～はなおさらだ」（肯定文）

私は話せる　フランス語を　まし
て英語はなおさらだ

I cannot speak English, much less French. much less～
「まして～はなおさらない」（否定文）

私は話せない　英語が　ましてフ
ランス語はなおさら話せない
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比較…注意すべき用法② 58
I am no more than fifteen. no more than～

「ほんの～にすぎない」
私はほんの15歳にすぎない

I am no more angryt han you. no more～than A
「A同様に～でない」

私は怒っていない　あなた同様に

I am no more beautiful than you. no more～than A
「A同様に～でない」

私は美しくない　あなた同様に

I am not more beautiful than you. not more～than A
「Aほど～でない」

私は　より美しくない　あなたほ
ど

You are no less beautiful than her. no less～han A
「Aより劣らず～」（強調）

あなたは劣ることなく美しい　彼
女より

You are not less beautiful than her.
not less～than A

「Aより劣らないほど～」 
（客観的事実を述べる）

あなたは劣らないほど美しい　彼
女より

I am junior to you by three years. junior to～
「～より年下」

私はあなたより年下です　 3歳

My position is superior to yours. superior to～
「～よりすぐれている」

私の地位はすぐれている　あなた
のより

Health is preferable to wealth. preferable to～
「～より望ましい」

健康は望ましい　富より

This coffee is inferior to that in quality. inferior to～
「～より劣っている」

このコーヒーは劣っている　あれ
より　品質において

I prefer coffee to cola. prefer～to…
「…より～のほうを好む」

私はコーヒーのほうを好む　コー
ラより
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比較…慣用句的表現 59
Which do you like better, tea or coffee ? like better～

「～のほうが好き」
どちらのほうが好きですか　お茶
とコーヒーと

I like coffee better. like～better
「～のほうが好き」

私はコーヒーのほうが好きです

I am no longer a kid. no longer～
「もはや～ではない」

私はもう子供ではない

I cannot wait any longer. not～any longer
「もはや～ない」

私は待てない　もはや

I am more or less lazy. more or less～
「多少～」

私は多少　怠け者だ

I must return home sooner or later. sooner or later
「遅かれ早かれ」

私は帰らなければならない　家に　
遅かれ早かれ

You had better go home. had better～
「～したほうがよい」

あなたは帰ったほうがよい　家に

You had better not go home. had better not～
「～しないほうがよい」

あなたは帰らないほうがよい　家
に

If you are to blame, much more am I. much more～
「まして～はなおさらだ」（肯定文）

もし　あなたが責めを負うべきな
ら　まして私はなおさらだ

I don’t know English, much less German. much less～
「まして～はなおさらない」（否定文）

私は知らない　英語を　ましてド
イツ語はなおさら知らない

You are no better than a thief. no better than～
「～よりよくない』（～も同然）

あなたは泥棒よりよくない
（泥棒も同然だ）
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比較…最上級 60
I am the tallest of us. the＋最上級＋of＋複数名詞

「のなかでいちばん～」
私はいちばん背が高い　私たちの
なかで

This pen is the longest of them all. the＋最上級＋of＋複数名詞
「のなかでいちばん～」

このペンはいちばん長い　それら
全部のなかで

I am the most beautiful of the four 
women.

the＋最上級＋of＋複数名詞
「のなかでいちばん～」

私はいちばん美しい　 4人の女性
のなかで

I like summer the best of all the seasons. the＋最上級＋of＋複数名詞
「のなかでいちばん～」

私は夏がいちばん好きだ　四季の
なかで

I am the tallest boy in my class. the＋最上級＋in＋「場所や範囲」
「のなかでいちばん～」

私はいちばん背の高い少年だ　私
のクラスのなかで

I sing the best in my class. the＋最上級＋in＋「場所や範囲」
「のなかでいちばん～」

私はいちばんうまく歌う　私のク
ラスのなかで

I get up the earliest in my family. the＋最上級＋in＋「場所や範囲」
「のなかでいちばん～」

私はいちばん早く起きる　家族の
なかで

Tokyo is the largest city in the world. the＋最上級＋in＋「場所や範囲」
「のなかでいちばん～」

東京はいちばん大きい都市だ　世
界中で

Tokyo is one of the largest cities in the 
world.

one of the＋最上級＋複数名詞
「最も～なうちの一つ」

東京は最も大きな都市の一つだ　
世界中で

Picasso is one of the greatest artists. one of the＋最上級＋複数名詞
「最も～なうちの一人」

ピカソは最も偉大な芸術家の一人
だ

You are the most beautiful woman that I 
have ever seen.

the＋最上級＋名詞＋that～
「今まで～したなかで最も…」

あなたは最も美しい女性だ　私が
かつて見たなかで

04章_初.indd   150-151 2017/07/11   15:41



152 153

比較…注意すべき用法③ 61
You are by far the most beautiful woman. by far＋the＋最上級～

「実にいちばん～」
あなたは　です　実にいちばん美
しい女性

Tokyo is much the largest city in Japan. much＋the＋最上級～
「実に大きい～」

東京は実に大きい都市だ　日本の
なかで

You are the very best runner in the group. the＋very＋最上級～
「実にいちばんの～」

あなたは実にいちばんのランナー
だ　あのグループで

Chicago is the second largest city in the 
U.S..

the＋second＋最上級～
「 2 番目に～」

シカゴは　です　 2 番目に大きい
都市　アメリカのなかで

This is the third tallest building in the U.S.. the＋third＋最上級～
「 3 番目に～」

これは　です　 3 番目に高いビル
ディング　アメリカのなかで

Even the wisest man makes mistakes. even the wisest～
「最も賢い～でさえ」

最も賢い人でさえ　失敗を犯す

Even the smallest child can understand 
this.

even the smallest～
「最も小さい～でさえ」

最も小さい子供でさえ　理解でき
る　これを

Tokyo is larger than any other city in the 
world.

比較級＋than any other＋単数名詞
「他のどの～よりも」

東京は　です　他のどの都市より
も大きい　世界中で

Nothing is as important as health. 否定語＋as＋原級＋as～
「～ほど…なものはない」

何もない　大切なものは　健康ほ
ど

Nothing is more important than health. 否定語＋比較級＋than～
「～より…なものはない」

何もない　より大切なものは　健
康より

I’ve never seen a more beautiful woman 
than you.

否定語＋比較級＋than～
「～より…なものはない」

私は見たことがない　より美しい
女性を　あなたより
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比較…最上級を含む慣用句 62
I am at best a second-rate pianist. at best

「いくらよくても」
私は　です　いくらよくても　二
流ピアニスト

The cherry blossoms are at their best now. at one’s best
「最もよい状態で」

桜は　です　最もよい状態（見こ
ろ）　今が

Summer vacation has come at last. at last
「ついに／とうとう」

夏休みは来た　ついに

I keep fighting to the last. to the last
「最後まで」

私は闘いつづける　最後まで

I go to the movies at least once a month. at least
「少なくとも」

私は行く　映画に　少なくとも 1
カ月に 1回

I am not in the least surprised at the news. not in the least
「少しも～でない」

私は少しも驚かない　そのニュー
スに対して

I will be back by ten at the latest. at the latest
「遅くとも」

私は戻ってくる　10時までに　遅
くとも

Most boys like baseball. most
「たいていの」（theを付けないで）

たいていの少年は好きです　野球
を

This is a most interesting book. a most＝very
「非常に」

これは非常におもしろい本です

You are twenty at most. at most
「せいぜい」

あなたは20歳です　せいぜい

Make the most of your time. make the most of～
「～を最大限に利用する」

最大限に利用しなさい　あなたの
時間を
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前置詞…時を表すat/in/onな ど 63
I get up at seven. at

時刻を表す
私は起きる　 7時に

I have lunch at noon. at
時刻を表す

私は昼食をとる　正午に

I come home in the evening. in
午前／午後／夕方を表す

私は帰宅する　タ方に

I leave home at seven in the morning. in
朝・昼・夜を表す

私は家を出る　 7時に　朝の

I will go to America in June. in
月を表す

私は行きます　アメリカに　 6月
に

I was born in 1970. in
年を表す

私は生まれた　1970年に

I was born on Monday. on
曜日を表す

私は生まれた　月曜日に

I was born on June seventh. on
特定の日付を表す

私は生まれた　 6月 7日に

I will be back in an hour. in
「たったら」

私は戻ってきます　 1時間たった
ら

I will be back within an hour. within
「以内に」

私は戻ってきます　 1時間以内に

I will be back after an hour. after
「～後に」

私は戻ってきます　 1時間後に
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前置詞…時を表すby/for/sin ceなど 64
I will be back by seven o’clock. by

「～までに」
私は戻ります　 7時までに

I will wait for you till seven. till
「～まで」

私は待ちます　あなたを　 7時ま
で

I will wait for you until seven. until=till
「～まで」

私は待ちます　あなたを　 7時ま
で

I haven’t seen you for a long time. for
「～の間」（期間）

私は会っていない　あなたと　し
ばらくの間

I am working at the store during vacation. during
「～中」（状態の継続）

私は働いている　お店で　休憩中

I am working at the store through vacation. through
「～のはじめから終わりまで」

私は働いている　お店で　休憩中
ずっと

I am working at the store all year long. all year long
「一年中」

私は働いている　お店で　一年中

It snowed throughout the night. throughout
「～を通じて」

雪が降った　夜を通して（夜じゅ
う）

I have lived here since 1970. since
「～以来」

私は住んでいる　1970年以来

I work from Monday till Friday. from
「～から」

私は働く　月曜日から　金曜日ま
で

I will do my best from now on. from now on
「今後」

私は最善を尽くします　今後
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前置詞…場所を表すat/in/into 65
I am staying at a hotel. at

「～に」（狭い場所）
私は泊まっている　ホテルに

I change trains at Shibuya. at
「～で」（駅）

私は電車を乗り換える　渋谷で

I arrived at Tokyo. at
「～に」（町）

私は着いた　東京に

I live in Tokyo. in
「～に」（大都市）

私は住んでいる　東京に

I live in America. in
「～に」（国）

私は住んでいる　アメリカに

I am in the kitchen. in
「～のなかに」

私はいる　台所（のなか）に

I swim in the river. in
「～のなかで」

私は泳ぐ　川（のなか）で

The sun rises in the east. in
「～のなかから」

太陽は昇る　東（のなか）から

The sun sets in the west. in
「～のなかに」

太陽は沈む　西（のなか）に

Come into the kitchen. into
「～のなかへ」

来なさい　台所（のなか）へ

I jumped into the river. into
「～のなかに」

私は飛び込んだ　川（のなか）に
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前置詞…場所を表すon/upなど 66
There is a book on the chair. on

「～の上に」
本があります　椅子の上に

There is a picture on the wall. on
「～に」（接触している）

絵がかけてあります　壁に

There is a fly on the ceiling. on
「～に」（接触している）

ハエがとまっています　天井に

I saw her on the street. on
「～（の上）で」

私は会った　彼女と　通り（の上）
で

The airplane flew above the clouds. above
「～の上を」

飛行機は飛んだ　雲の上を

There is a bridge over the river. over
「～（の真上）に」

橋がかかっている　川（の真上）に

I stretched my hands over the fire. over
「～（の上）に」

私はかざした　私の手を　火（の
上）に

I went up the hill. up
「～の上に」

私は上がった　丘の上に

I went down the hill. down
「～の下へ」

私は下りた　丘の下へ

There is a book under the table. under
「～の真下に」

本があります　テーブルの真下に

The sun sets below the horizon. below
「～より下に」

太陽は沈む　地平線より下に

04章_初.indd   162-163 2017/07/11   15:41



164 165

前置詞…場所を表すbehind/ byなど 67
I speak before a large audience. before

「～の前で」
私は話す　大勢の聴衆の前で

There is a tree in front of my house. in front of～
「～の前に」

木がある　私の家の前に

There is a tree behind my house. behind
「～の後ろに」

木がある　私の家の後ろに

There is a tree in back of my house. in back of～
「～の後ろに」

木がある　私の家の後ろに

There is a tree by my house. by
「～のそばに」

木がある　私の家のそばに

There is a tree beside my house. beside
「～のそばに」

木がある　私の家のそばに

There is a tree between the houses. between
「～（二つ）の間に」

木がある　家と家の間に

There are trees around my house. around
「～のまわりに」

木がある　私の家のまわりに

There is a house among the trees. among
「～のなかに」

家がある　木立のなかに

I walk around the tree. around
「～のまわりを」

私は歩く　木のまわりを

I walk about the town. about
「～のあちこちを」

私は歩く　晦のあちこちを
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前置詞…場所を表すto/from/ forなど 68
I go to the park. to

「～へ」
私は行く　公園へ

I walk toward the park. toward
「～のほうへ」

私は歩く　公園のほうへ

I leave for America. for
「～に向かって」

私は出発する　アメリカに向かっ
て

I go out of the room. out of
「～から」

私は出ていく　部屋から

I send a postcard from America. from
「～から」

私は送る　ハガキを　アメリカか
ら

The cat came out from under the table. from
「～から」

猫は出てきた　テーブルの下から

The cat came in through the window. through
「～を通り抜けて」

猫は入ってきた　窓を通り抜けて

The bank is across the street. across
「～の向こう側に」

銀行は　ある　道の向こう側に

This street cuts across Beverly Avenue. across
「～を横切って」

この道は横切って（交差して）いる　
ビバリー通りを

Keep off the grass. off
「～から離れて」

離れてください　芝生から

A button came off my coat. off
「～からとれて」

ボタンがとれた　私の上着から
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前置詞…その他の用法for/of 69
I play tennis for exercise. for

「～のために」
私はテニスをする　運勤のために

This is a present for you. for
「～のための」

これはプレゼントです　あなたの
ための

This is good for your health. for
「～にとって」

これはよい　あなたの健康にとっ
て

I will write a letter for you. for
「～に代わって」

私は書きます　手紙を　あなたに
代わって

I know the name of this flower. of
「～の」

私は知っている　名前を　この花
の

I go to the top of a tower. of
「～の（一部である）」

私は上る　てっぺんに　塔の

I am the oldest of the three. of
「～のなかで」

私は最年長だ　 3人のなかで

I receive a check for ten dollars. for
「～の（金額の）」

私は受け取る　10ドルの（金額の）
小切手を

Tell me the story of your family. of
「～について」

話してください　話を　あなたの
家族について

The desk is made of wood. of
「～から」（材料の原形をとどめる）

その机は造られている　木材から

The artist was born of a good family. of
「～から」（起源）

その芸術家は生まれた　名門から
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前置詞…その他の用法with/at 70
I live with my wife. with

「～といっしよに」
私は住んでいる　妻といっしょに

I have a dog with black hair. with
「～を持つ」

私は飼っている　犬を　黒い毛を
持った

I cut the rope with a knife. with
「～で」

私は切る　ロープを　ナイフで

I am in bed with a cold. with
「～のために」

私は寝ている　風邪のために

I am pleased with the present. with
「～に関して」

私は満足している　そのプレゼン
ト　に関して

I fell asleep with the television on. with
「～の状態にして」

私は寝入ってしまった　テレビを
つけた状態（まま）にして

I am at dinner right now. at
「～の最中で」

私はタ食の最中です　今ちょうど

I drive at a speed of fifty miles an hour. at
「～で」（速度）

私は運転する　時速50マイルで

I bought a camera at a low price. at
「～で」（値段）

私は買った　カメラを　安い値段
で

I was surprised at the news. at
「～を聞いて（見て）」

私は驚いた　そのニュースを聞い
て

I throw a stone at the dog. at
「～をめがけて」

私は投げる　石を　犬をめがけて
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前置詞…その他の用法on/over など 71
I put a ring on my finger. on

「～（の身）に（つけて）」
私ははめた　指輪を　私の指に
（つけて）

I play Chopin on the piano. on
「～で（を用いて）」

私は弾く　ショパンを　ピアノで
（を用いて）

I watch the football game on TV. on
「～で」

私は見る　フットボールゲームを　
テレビで

I want a good book on love. on
「～についての」

私は欲しい　よい本が　愛につい
ての

The dinner is on me. on
「～のおごりで」

夕食は　私のおごりです

This movie is for children over ten. over
「～を越えた」

この映画は子供のためのです　10
歳を越えた（＝11歳から）

I spoke to her over the phone. over
「～によって」（電話）

私は話した　彼女と　電語によっ
て

We talked over the plan. over
「～について」（aboutより時間をかけて）

私たちは話しあった　その計画に
ついて

I know nothing about her. about
「～について」

私は知らない　彼女について

There is something unusual about her. about
「～には」

どこか変わったところがある　彼
女には

Cheese is made from milk. from
「～から」（材料の原形をとどめない）

チーズはできている　ミルクから
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接続詞…and/but/or/nor 72
You and I are good friends. and

「～と～」
あなたと私は　いい友達です

Two and three make five. and
「～と～」

2 と 3 で　 5 をつくる（ 2＋ 3＝
5）

I went to the store and bought food. and
「そして」

私は店に行った　そして買った　
食べ物を

I was tired and went to bed early. and
「それで」

私は疲れていた　それで床につい
た　早く

Work hard, and you will succeed. 命令文＋and
「そうすれば」

一生懸命に働きなさい　そうすれ
ばあなたは成功します

I met her, and by chance. and
「しかも」（音調を高めて）

私は会った　彼女に　しかも偶然
に

I am so rich, but live like a beggar. but
「それなのに」

私は金持ちです　それなのに　乞
食のように生活している

I want to be a painter or musician. or
「～か～」

私はなりたい　画家か音楽家に

Hurry up, or you will be late. 命令文＋or
「そうしないと」

急ぎなさい　そうしないと　あな
たは遅れますよ

John won’t go, nor will Mary. 否定文＋nor
「～もそうだ」

ジョンは行かないだろう　メリー
もそうだ

I have neither money nor power. neither A nor B
「AもBもどちらも～でない」

私は持っていない　どちらも　金
も力も
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