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☒  more [モーァ] ※ many【No. 91】、much【No. 39】の比較級の形、最上級の形は most【No. 485】

副 もっと、もっと[より]多く

① ２音節以上の形容詞･副詞の

前につけて比較級を作る。

注 ２音節の語には ~er に

なるものもある。

② much (たくさん) の比較級

形 もっと[より] 多くの[多量の]

① many の比較級 (⇔ fewer)

② much の比較級 (⇔ less)

それ以上の

代 もっと多くのこと[人]

☒  dark [ダーク]

形 暗い、濃い (⇔ light)、黒い

[比較変化] dark - darker - darkest

名 暗やみ、夕暮れ

【a をつけず、複数形にもしない】

☒  tired [タイアド]

形 疲れた

あきた、いやになった
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more slowly 『もっとゆっくり』

more ~ than … 『…よりも～』

more and more 『ますます』

more than ~ 『～以上の』

no more = not ~ any more
『もうそれ以上～ない』

the more ~ , the more …

『～すればするほど…』

more and more ~
『ますます多くの～』

one more time = once more
= once again 『もう一度』

Emi has more books than I (do). ※ many の比較級

『エミは私(が持っている)よりたくさんの本を持っています。』

I want more water. ※ much の比較級

『私はもっと(多くの)水がほしい。』

Will you have some more tea ? 『お茶をもう少しいかがですか。』

= How about some more tea ?
※ 相手に肯定の返事を期待するときには疑問文でも some を使う。

→【単語帳 No. 108】

Please speak more slowly. 『もっとゆっくり話してください。』

This book is more interesting than that one.

『この本はあれ[あの本]よりおもしろい。』

The singer became more and more famous.

『その歌手はますます有名になりました。』

You should sleep more. ※ much (たくさん) の比較級

『あなたはもっと(たくさん)眠るべきです。』

Our school was built more than fifty years ago.

『私たちの学校は５０年以上前に建てられました。』

I want to know more about you.
『私はあなたについてもっと知りたい。』

Will you have some more ? 『(料理などを)もっといかがですか？』

It’s getting dark. 『暗くなってきました。』

Ken has dark eyes [hair]. 『ケンは黒い目[髪]をしています。』

※ 目や髪の色が｢黒い｣ときには、black ではなく、ふつう dark を使う。

※ a black eye は｢目のまわりの黒いあざ｣の意味になる。

→【単語帳 No. 117 … black】

Come (back) home before dark.

『暗くなる前に帰宅しなさい。』

Don’t go out after dark. 『暗くなってから外出するな。』

A cat can see in the dark. 『ネコは暗やみで目が見えます。』

a dark room 『暗い部屋』

dark hair [eyes] 『黒い髪[目]』

dark blue 『濃い青色、ダークブルー』

before dark 『暗くなる前に』

after dark 『暗くなってから』

in the dark 『暗やみで、暗いところで』

I’m very tired. 『私はとても疲れています。』

She looks tired. 『彼女は疲れているように見えます。』

※ look 形容詞(~) ｢～に見える｣ →【単語帳 No. 251】

Ken was tired from hard work.
『ケンはつらい仕事で疲れていました。』

I am tired of waiting. 『私は待ちくたびれています。』

be tired from ~ 『～で疲れている』

be tired of ~

『～に飽きている、いやになっている』

発音注意
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