
English Expression No.38
Lesson 21



Review

トニーは / 同じくらいの背の高さ / あなたと

彼女はテニスをしない / 同じくらい上手 / 彼女の姉ほど.

私は持っている / 同じくらいの数の本 / 私の兄と.

私は飲む / 同じくらいの量の牛乳 / 私の妹と.

ロシアは / 2倍の大きさ / ブラジルの.

ブラジルは / 3倍の大きさ / アルゼンチンの.



Back Translation

1. 私は私の兄と同じくらいの本を持っている。

2. 彼女は彼女の姉ほどテニスが上手でない。

3. 私は私の妹と同じくらいの量の牛乳を飲む。

4. ロシアはブラジルの2倍の大きさだ。

5. 私の部屋はあなたの部屋の1/3の大きさだ。





Review : AはBとおなじくらい～

A … as 原級 as B

A… not as 原級 as B

as many 複数名詞 as B

as much 数えられない名詞 as B

A… X as 原級 as B



A… 比較級 + than B（AはBよりも～）A＞B

You are taller than John is.

あなたはジョンよりも背が高い。

= B... not as 原級 as Aに書き換えられる！



A… 比較級 + than B（AはBよりも～）A＞B

My mother drives more carefully than my father.

母は父よりも慎重に運転する。

= B... not as 原級 as Aに書き換えられる！



A… less 形・副 + than B (AはBほど～ない) A＜B

This dress is less expensive than that one.

このドレスはあのドレスほど値段が高くない。

＝ That dress is more expensive than this one.

= B... not as 原級 as Aに書き換えられる！



A… not 比較級 than B 
(AはBよりも～ということはない) A≦B

John isn’t taller than Tony is.

ジョンはトニーよりも背が高いということは無い。



Read aloud

You are taller than John is.

My mother drives more carefully than my father does.

This dress is less expensive than that one.

John isn’t taller than Tony is.



Translate

You are / 背が高い / than John is.

My mother drives / より慎重に / than my father does.

This dress is / 高くはない / than that one.

John is / 高いということはない / than Tony is.



Translate

あなたは / 背が高い / ジョンよりも.

母は運転する / より慎重に / 父がするよりも.

このドレスは / 高くはない / あのドレスよりも.

ジョンは / 背が高いということはない / トニーよりも.





２つの差が大きい / 小さいことを表す。

Tony is taller than John.

差が大きい　 Tony is much [far] taller than John.

トニーはジョンよりもずっと[はるかに]背が高い。

差が小さい　 Tony is a little taller than you are.

トニーはあなたよりも少し背が高い。



2つの差を具体的な数値で表す

She is older than her sister.

①　比較級の前に「数＋単位」を置く。

       She is two years older than her sister.

　　彼女は妹よりも2歳年上だ。

②　文末に 「by + 数 + 単位」を置く。

She is older than her sister by two years.



Read aloud

Tony is much taller than John.

Tony is a little taller than you are.

She is two years older than her sister.



Translate

Tony is / ずっと背が高い / than John.

Tony is / 少し背が高い / than you are.

She is / 2歳年上だ / than her sister.



Translate

トニーは / ずっと背が高い / ジョンよりも.

トニーは / 少し背が高い / あなたよりも.

彼女は / 2歳年上だ / 彼女の妹よりも.





補足：繰り返しを避ける代名詞

that = the + 単数 / 数えられない名詞

those = the + 複数名詞

one = 単数名詞

ones = 複数名詞



The population of Japan is larger than that of France.

July’s sales are higher than those for June.

This bag is as expensive as that one.

I like green apples better than red ones.


