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☒  best [ベスト] (⇔ worst) ※ good , well の最上級の形。very much の最上級とも考えられる。

形 いちばん[最も]よい ※ good, well の最上級

副 いちばん[最も]よく、いちばん[最も]上手に

※ well, very much の最上級

名 最上、最善

☒  never [ネヴァ]

副 決して～ない、一度も～ない
≪０％の確率･割合をあらわす≫

☒  afraid [アふれイド]

形 おそれて、こわがって
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Do your best !
『あなたの最善[全力]を尽くしなさい。』

I’ll do my best.
『私は最善[全力]を尽くします。』

※ best の前にはふつう the をつける。

… ただし、my , your などがあるときには

the は不要になる。また、副詞の最上級

につく the は省略することができる。

☆ 比較級の形 better【No. 488】も参照のこと。

He is my best friend. 『彼は私の親友です。』

This is the best book (that) I have ever read.

『これは私が今までに読んだ最良の本です。』

※ read は過去分詞形。[れッド] と読む。

I like English (the) best of all subjects.

『私はすべての教科の中で英語がいちばん好きです。』

Which season do you like (the) best ?

『あなたはどの季節がいちばん好きですか？』

→ I like summer (the) best.
『私は夏がいちばん好きです。』

☆ ｢…のなかで [うちで]～がいちばん [最も]好き｣ と言うとき、つまり、

like を使って３者以上を比べる文では、(the) best をいっしょに使う。

→ best は good または well の最上級形だが、like といっしょに

使う best は very much が活用して best になったと考える。

Meg is never late for school.
『メグは決して学校に遅れません。』

He never eats meat. 『彼は決して肉を食べません。』

※ never は 副詞 なので、主語が３人称･単数形で、時制が現在

の文では、一般動詞の語尾に３単現の s が必要になる。

… don’t , doesn’t , didn’t のある文では、一般動詞が原形に

なるのは do , does , did が 助動詞 だからである。

I’ll never forget you. 『私はあなたを決して忘れません。』

Emi has never been to America.

『エミはアメリカに一度も行ったことがありません。』

I have never seen such a beautiful flower.

『私はそのように美しい花を見たことがありません。』

※ 今初めて ｢そのように美しい花を見た｣ ということ。

☆ くわしくは、かんたん英文法【頻度を表す副詞】、

【現在完了形③ … 経験】も参照のこと。

have [has] never been to ~

『～へ一度も行ったことがない』

Never give up. 『あきらめるな。』

Never mind. (= Don’t worry. )

『気にするな。心配するな。』

※ 日本人はこの意味で｢ドンマイ｣と言うが、

実際には Never mind. と言う。

※ never , always などの語を『頻度(ひんど)を

表す副詞』と言う。be 動詞･助動詞のある文

では be 動詞･助動詞のうしろに、一般動詞の

ある文では一般動詞の前に使う。

I’m afraid of dogs. 『私は犬がこわい。』

Don’t be afraid of making a mistake [mistakes].

『まちがいをおそれるな。』

※ of は前置詞なので、後ろには名詞か動名詞(~ing)を使う。

I’m afraid (that) it will rain tomorrow.

『(残念ながら)明日は雨が降りそうです。』

I’m afraid (that) you have the wrong number.

『(残念ですが)間違い電話です。』

be afraid of ~ 『～をおそれる、こわがる』

I’m afraid (that) ~ 『(残念ながら)～』

※ afraid のあとには 望ましくない内容が続く。

望ましい内容の時は I hope (that) ~ を使う。

I’m afraid so. 『残念ながらそのようです。』

I’m afraid not.

『残念ながらそうではないようです。』

アクセント注意

do one’s best 『最善[全力]を尽くす』

※ one’s の部分には所有格が入る。

アクセント注意
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