
English Expression No.39
Lesson 22



Review
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.

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.



Back Translation

1. このドレスはあのドレスよりも高くはない。

2. ジョンは背が高いということは無い。

3. トニーはジョンよりもずっと背が高い。

（Advanced）

4. 今日は昨日よりももっと暑い。

5. 兄は僕より2インチ背が高い。





A… (the) 最上級 in / of...　「Aはいちばん～」

John is the smartest in his family.

He can run (the) fastest of the three boys.



・・・する[した]中で最も～

比較する範囲に関係代名詞節が来ることもある。

She is the most intelligent woman that I know.

This is the most delicious steak that I have ever had.



最も～でない the least

This dress is less expensive than that one.

I chose the least expensive dress in the store.



Read aloud

John is the smartest in his family.

He can run the fastest of the three boys.

She is the most intelligent woman that I know.

I chose the least expensive dress in the store.



Translate

John is / 一番賢い / in his family.

He can run / 一番速く / of the three boys.

She is / 最も知的な女性 / that I know.

I chose / 最も高価でないドレス / in the store.



Translate

ジョンは / 一番賢い / 彼の家族の中で.

彼は走れる / 一番速く / 三人の少年の中で.

彼女は / 最も知的な女性 / 私が知っている中で.

私は選んだ / 最も高価でないドレス / その店の中で.





「X番目に～だ。」　最上級の直前に数を置く。

Russia is twice as large as Brazil.

She is two years older than her sister.

Canada is the second largest country in the world.



by far [much] the 最上級 　「断然～だ」 

Tony is taller than John. （比較級の場合）

Niseko is the most popular ski resort.（最上級の場合）



one of the 最上級 + 複数名詞 「最も～な...の1つ」

He is one of the most famous artists in the world.

= “one of the”は”among”でも可

He is among the most famous artists in the world.



Read aloud

Canada is the second largest country in the world.

Niseko is by far the most popular ski resort.

He is one of the most famous artists in the world.



Translate

Canada is / 二番目に大きな国 / in the world.

Niseko is / 断然一番人気の / ski resort.

He is / 最も有名な芸術家の1人 / in the world.



Translate

カナダは / 二番目に大きな国 / 世界で.

ニセコは / 断然一番人気の / スキーリゾート.

彼は / 最も有名な芸術家の1人 / 世界で.




