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☒  early [ア～リィ]

副 早く、早めに (⇔ late)

形 早い、早めの、初期の (⇔ late)

[比較変化] early - earlier - earliest

☒ late [レイト]

形 遅い、遅れた、遅刻した (⇔ early)

故…、最近の

副 遅く、遅れて、遅刻して（⇔ early）

[比較変化] late - later - latest

☒ fast [ふぁスト]

副 速く (⇔ slowly)

形 速い、(時計が)進んでいる (⇔ slow)

[比較変化] fast - faster - fastest

☒ slowly [スロウリィ]

副 ゆっくり(と)、遅く

(⇔ fast, quickly)

☒  slow [スロウ]

形 遅い、のろい (⇔ fast, quick)

(時計が)遅れている (⇔ fast)

[比較変化] slow - slower - slowest

動 遅くなる、速度を落とす
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fast … 速度や動作が『速い、速く』 ⇔

get up early 『早く起きる』

in early summer 『初夏に』

early … 時刻･時期が『早い、早く』 ⇔ late … 時刻･時期が『遅い、遅く』

slow … 速度や動作が『遅い』

slowly … 速度や動作が『遅く』

be late for ~ 『～に遅れる』

the late Mr. Brown 『故ブラウン氏』

I get up early every morning. 『私は毎朝早く起きます。』

Tom came (back) home earlier than yesterday.

『トムは昨日よりも早く帰宅しました。』

I got up late this morning. 『私は今朝遅く起きました。』

Emi went to bed late last night.

『エミは昨夜遅く寝ました。』

Meg had an early lunch today.

『メグは今日早い昼食をとりました。』

School begins in early April. 『学校は４月初旬に始まります。』

The bus was very slow. 『そのバスはとても遅かった。』

His watch was three minutes slow.

『彼の腕時計は３分遅れていました。』

Slow down ! 『徐行』【掲示】

I’m sorry (that) I’m late. 『遅れてすみません。』

Don’t be late for school. 『学校に遅れるな。』

The train was five minutes late.
『その電車は５分遅れました。』

She runs (very) fast . 『彼女は走るのが(とても)速い。』

= She is a (very) fast runner. ※ 下の fast は 形容詞 。

Don’t speak so fast. 『そんなに速く話さないで。』

Tom can swim the fastest in our class.

『トムは私たちのクラスでいちばん速く泳ぐことができる。』

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

We walked slowly in the park.

『私たちは公園の中をゆっくり歩きました。』

This is the fastest train in Japan.

『これは日本でいちばん速い電車です。』

The clock is five minutes fast. 『その時計は５分進んでいます。』

quickly [クウィックリィ] ｢すばやく、急いで、速く｣ →【単語帳 No. 650】

quick [クウィック] ｢すばやい、速い｣ →【単語帳 No. 847】
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※ 日本では、ハンバーガー などを

まとめて ｢ファーストフード｣ と

いうが、実際は fast food と書き、

[ふぁスト ふード]が正しい発音。

☆ slow には ｢ゆっくり(と)｣ の意味の 副詞 の用法もある。(= slowly)

※ later →【No. 422】、latest →【No. 1134】

発音注意
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