
《Lesson 3》 不規則な変化をする形容詞・副詞 

 実は「ただ語尾に erを足す」という方法では比較級にすることができない形容詞や副詞もあります。 

＜普通には er を足せない形容詞・副詞＞ 

 特徴 例 比較級の形 

パターン1 語尾がe large / wide larger / wider 

パターン2 語尾が＜子音＋y＞ early / healthy earlier / healthier  

パターン3 語尾が＜*短母音＋子音＞ hot / big hotter / bigger 

* 短母音とは、短く発音される母音。例えば big の i や get の e の音（「ア」「イ」など）になる。一方で長母音は、

長く発音される母音。例えば、seat  の［i:］や hope の［ou］の音（「アー」「イー」など）。 

パターン1 ＝語尾が e の場合は、最後に r を足すだけ 

        ＜例＞ This room is larger than that room. （この部屋はあの部屋よりも大きいです） 

パターン2 ＝語尾が〈子音＋ y〉の場合は、最後の y → i にして er を足す 

         ＜例＞ I got up earlier *than usual.       （私は、いつもより早く起きました） 

                      *“比較級 than usual”で「いつもより～」という意味になる 

パターン3 ＝語尾が〈短母音＋子音〉の場合は、最後の子音を重ねて“er”  

 ＜例＞ It is hotter than yesterday.        （昨日よりも暑いです） 

 

＜more を前に足して語尾に er を足さない形容詞・副詞＞ 

 特徴 例 比較級の形 

パターン1 
つづりが長い形容詞・副詞 

difficult / 

beautifully 

more difficult /  

more beautifully 

パターン2 語尾が ly の副詞 

（early 以外） 
slowly / quickly more slowly / more quickly 

パターン1 ＝ つづりが長い形容詞や副詞の場合は more を形容詞・副詞の前に足し er は足さない 

＜例＞ This problem is more difficult than that one.  

（この問題はあれよりも難しいです） 

パターン2 ＝ 語尾が ly の副詞は、more を副詞の前に足し er は足さない 

＜例＞ Can you talk more slowly?   

（もっとゆっくり話してくれますか？） 

 



＜er や more を足さず、全く別の形になってしまう形容詞・副詞＞ 

単語 品詞 比較級 

good 

（良い） 
形容詞 

better 

（より良い） 

well 

（上手に） 
副詞 

better 

（より上手に） 

bad 

（悪い・ひどい） 
形容詞 

worse 

（より悪い・よりひどい） 

badly 

（悪く・ひどく） 
副詞 

worse 

（より悪く・よりひどく） 

＜例＞ Your essay was much better than mine. 【gooder = ×】 

（あなたのエッセイは私のよりはるかに良かったです） 

He can sing better than his brother. 【weller = ×】 

（彼は、彼のお兄さんより上手に歌えます） 

His test score was bad, but mine was worse. 【bader = ×】 

（彼のテストの点数は悪かったですが、私のはさらに悪いです） 

Our team played much worse than usual. 【more badly = ×】 

（私たちのチームはいつもよりはるかにひどくプレーしました） 

 

ポイント！形容詞や副詞として使われるmore の後にも than 〇〇を足せる 

I teach more classes.（私は、より多くの授業を教えています）や、I have to study more.（私は

もっと勉強しないといけません）といったように形容詞・副詞として使われる more にもthan 

+ 〇〇を足すことで「〇〇よりも、もっと」という形にすることができる。 

＜例＞ She teaches more classes than John.  （彼女はジョンよりも多くの授業を教えています） 

I have to study more than last year.  （私は、去年よりもっと勉強しないといけません） 

 

ポイント！I like 〇〇 better / I like 〇〇 more  

「私は〇〇の方が□□より好き」という場合、I like 〇〇 better than □□. という言い方

と、I like 〇〇 more than □□. という better / more を使った2つの言い方があります。基本的

に better と more は、ほぼ同じ意味で使われます。 

＜例＞ I like this book better/more than that book.  （私はこの本の方があの本よりも好きです） 
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