
 

【短い形容詞・副詞】  ●語尾に－er, －estをつけることを基本としていくつかのパターンがある 

原 級 意 味 比較級 最上級  原 級 意 味 比較級 最上級 

cheap 安い cheaper the cheapest  near 近い nearer the nearest 

clean きれいな cleaner the cleanest  new 新しい newer the newest 

cold 寒い colder the coldest  old 古い older the oldest 

cool 涼しい cooler the coolest  short 短い shorter the shortest 

fast 速い・速く faster the fastest  small 小さい smaller the smallest 

great すごい greater the greatest  smart 頭の良い smarter the smartest 

hard 難しい harder the hardest  strong 強い stronger the strongest 

high 高い higher the highest  tall 背が高い taller the tallest 

light 明るい・軽い lighter the lightest  warm 暖かい warmer the warmest 

long 長い longer the longest  young 若い younger the youngest 
 

●語尾に－r, －stをつける（語尾が eで終わる語）          ●語尾の文字を重ねる（語尾が「短母音＋単子音字」の語） 

原 級 意 味 比較級 最上級  原 級 意 味 比較級 最上級 

large 大きい larger the largest  big 大きい bigger the biggest 

late 遅い later the latest  hot 暑い・熱い hotter the hottest 
 

●語尾の yを iに変えて－er, －estをつける（語尾が「子音字+y」になる語） 

原 級 意 味 比較級 最上級  原 級 意 味 比較級 最上級 

busy 忙しい busier busiest  happy 幸せな happier the happiest 

early 早く earlier the earliest  heavy 重い heavier the heaviest 

easy 簡単な easier the easiest  pretty かわいい prettier the prettiest 
 

【長い形容詞・副詞】  ●長い形容詞では、「more +原級」で比較級を、「the most +原級」で最上級をつくる 

原 級 意 味 比較級 最上級 

beautiful 美しい more beautiful the most beautiful 

careful 注意深い more careful the most careful 

delicious おいしい more delicious the most delicious 

difficult 難しい more difficult the most difficult 

easily 簡単に more easily the most easily 

exciting わくわくする more exciting the most exciting 

expensive 高価な more expensive the most expensive 

famous 有名な more famous the most famous 

important 重要な more important the most important 

interesting おもしろい more interesting the most interesting 

popular 人気のある more popular the most popular 

useful 便利な more useful the most useful 
 

【不規則な変化をする形容詞・副詞】  ●一部に不規則に変化する形容詞や副詞がある 

原 級 意 味 比較級 最上級 

good 良い better the best 

well 元気に・上手に better the best 

bad 悪い worse the worst 

ill 病気の worse the worst 

many 多い（数） more the most 

much 多い（量） more the most 

little 少し（量） less the least 
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