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181
☒

big

Tom lives in a big house. 『トムは大きい家に住んでいます。』

[ビッグ]

This cap is too big for me. 『この帽子は私には大きすぎます。』

形 大きい (⇔ little, small)
年上の (⇔ little)
重要な、偉い

活用
注意

That man is my big brother. 『あの男性は私の兄です。』
That apple is bigger than this one (= apple).

[比較変化] big - bigger - biggest

『あのりんごはこれより大きいです。
』

a big [an older] brother 『兄』
a big [an older] sister 『姉』

I’m a big fan of yours. 『私はあなたの大ファンです。』
→【単語帳 No. 862 … fan】

☆ big , large は ≪大きさ≫ については ほぼ同じように使われる。(例. a big [large] city ｢大都市｣)
… ただし、big には ｢体積や重さ｣、large には ｢面積や容積｣ を強調する意味が含まれることが
ある。口語 (話し言葉) では big のほうがよく使われる。

182
☒

large

I want to live in a large house. 『私は大きい家に住みたい。』

[ラーヂ] (⇔ small)

Tom’s bag is very large . 『トムのバッグはとても大きい。』

形 大きい、(面積が) 広い
多い、多数の、多量の
[比較変化] large - larger - largest

His family is large . 『彼の家族は大家族です。』
Which (city) is larger, Tokyo or Osaka ?
『東京と大阪ではどっちが大きい(都市)ですか？』

183
☒

small

[スモール]

発音注意

My house is small . 『私の家は小さい。』

形 小さい、(面積が) せまい (⇔ big, large)
少ない、わずかな (⇔ large)
[比較変化] small - smaller - smallest
small … 単純に『形が小さい』ことを表す。
little …『かわいらしい』『ちっちゃな』と

Meg lives in a small town.
『メグは小さな町に住んでいます。
』

This cap is too small for me.
『この帽子は私には小さすぎます。
』

His cat is smaller than mine (= my cat).
『彼のネコは私の(ネコ)より小さい。
』

いうニュアンスが含まれる。

184
☒

little

[リトゥル]

Aki has a little dog. 『アキは小さい犬を飼っています。』

形 小さい、年下の (⇔ big)
≪ a little + 名詞 で≫ 少量の (⇔ much)
≪ little + 名詞 で≫ ほとんどない
副 ほとんど～ない、≪ a little で≫ 少し
[比較変化] little - less [レス] - least [リースト]
代 ほとんどない
≪ a little で≫ 少し (⇔ much)

There is a little milk in the glass.
『そのコップには牛乳が少しあります。』

There was little tea in the cup.
『そのカップには紅茶がほとんどありませんでした。』

We had little snow last winter.
『去年の冬は雪がほとんど降りませんでした。』

活用
注意

※ snow は数えられない名詞 →【単語帳 No. 279】

Ken can speak English a little .

a little water 『少しの水(がある)』
little water 『水がほとんどない』

『ケンは少し英語を話すことができます。
』

※ a がつかないときは否定的な内容になる。
(どちらを使うかは、話し手の感じ方による)

a little [a younger] brother 『弟』
a little [a younger] sister 『妹』
more or less 『多かれ少なかれ』→【No. 448】
at (the) least 『少なくとも』

I was a little tired. 『私は少し疲れていました。』
→【単語帳 No. 450 … tired】

She had little to say.
『彼女はほとんど言うことがなかった。
』

Please give me a little . 『私に少しください。』
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