
英語の音を聞いてみよう
●英語には，日本語と同じように発音できない音がある。下の例を見て，音声を聞きながら
繰り返し発音し，英語の音になれよう。
A 　特

とく

徴
ちょう

的
てき

な英語の音の例

　①

　

　②

　

　③

　

音声

動画

æ

cat hat bat

 ɑ 

stop fox box

 ʌ 

bus cut cup

 l 

lunch lemon look

 r 

rice run ring

w

watch wash woman

æ は日本語の 「エ」 と 「ア」 をいっしょに
したような音を，口を横に大きく開けて，
のどの奥を緊張させて出す。

ɑ は日本語の 「オ」 と違い，発音する瞬間
に口を大きく開け，のどに近いところで  

「ア」 と発音する。

 ʌ は口をあまり開けずに，日本語の 「ア」  
と 「オ」 の中間のような音を短く出す。

日本語の 「ラリルレロ」 は，舌先で歯ぐき
を一音ごとにたたいて発音する。
一方，  l は舌の先を上の歯ぐきにつけたま
ま，舌の両側から声が外に出るように発音
する。
 r は直前に日本語の 「ウ」 を軽くそえるよ
うにして発音するとよい。唇を丸めてやや
突き出した状態で，舌が口の中のどこにも
触れないようにして声を出す。

w は日本語の 「ワ」 よりも唇を丸めるよう
にして，強めに声を出す。「ウ」 と区別して
練習しよう。

4

英語の発音 音声・動画ページ　https://www.kyo-kai.co.jp/ep/E21/top.html

英語の発音

P.4〜7
音声・動画

 や   のマークがあるページ全体をCOCOAR2でかざすと音声や動画が利用できます。QRコードからも同じ
音声や動画が利用できます。（「英語の発音」は，教材選択が必要です。WEB上で ss2  を選択してください。）
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○学習内容　比較級（-er） ⊘ 最上級（-est） ⊘ more，most  を使った比較 ⊘ as～ as ⋮

A 　比較級（-er）

①　 2つのものや人を比べて 「〜より…」 というときは，形容詞または副詞の比較級を使って表す。
②　比較級の作り方……形容詞，副詞の原級（もとの形）に  er  または  r  をつける。

　㋐　大部分の語：　語尾に  er。 例  long → longer

　㋑　e  で終わる語：　語尾に  r。  large → larger

　㋒　〈短母音＋子音字〉で終わる語：　子音字を重ねて  er。  hot → hotter

　㋓　〈子音字＋y〉で終わる語：　y  を  i  にかえて  er。  happy → happier

③　比較級の文……〈 A〜比較級＋than B.〉 「A  は  B  より…」
　　Canada is  larger  than China.　（カナダは中国より大きい。）

　　Ted runs  faster  than Ken.　（テッドは健より速く走ります。）

　　 参考 　反対の意味を表す形容詞を使った比較の書きかえ

　　Canada is  larger than  China.　（カナダは中国より大きい。）

　　＝ China is  smaller than  Canada.　（中国はカナダより小さい。）

1 次の形容詞または副詞を日本語になおし，比較級を書きなさい。
　⑴　long （　　　　　　）　　　　　　　　　　⑵　large （　　　　　　）　　　　　　　　

　⑶　young （　　　　　　）　　　　　　　　　　⑷　nice （　　　　　　）　　　　　　　　

　⑸　big （　　　　　　）　　　　　　　　　　⑹　easy （　　　　　　）　　　　　　　　

　⑺　tall （　　　　　　）　　　　　　　　　　⑻　cheap （　　　　　　）　　　　　　　　

　⑼　early （　　　　　　）　　　　　　　　　　⑽　fast （　　　　　　）　　　　　　　　

2 次の日本文に合う英文になるように，　　に適する語を書きなさい。
　⑴　絵美はケイトより年下です。　　Emi is 　　　　　　　 　　　　　　　 Kate.

　⑵　私は母より背が高い。　　　　　I am 　　　　　　　 　　　　　　　 my mother.

　⑶　私の犬はあなたのより大きい。　My dog is 　　　　　　　 　　　　　　　 yours.

　⑷　父は母より早く起きます。　　　My father gets up 　　　　　    　　　　　    my mother.

140
141
142

Tom is older than John.

Your bag is bigger than mine.

I get up earlier than my mother.

トムはジョンより年上です。

あなたのかばんは私のより大きい。

私は母より早く起きます。

than  のあとに代名詞が
くる場合，口語では目
的格を使うことが多い。
Aki is older than me.

（亜季は私より年上です。）

〈than＋目的格〉
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B 　最上級（-est）

①　 3つ以上のものや人を比較して 「－の中でいちばん〔最も〕…」 というときは最上級を使う。
②　最上級の作り方……形容詞，副詞の原級に  est，st  をつける。つけ方は比較級の場合と同じ。

　㋐　大部分の語：　語尾に  est。 例  long → longest

　㋑　e  で終わる語：　語尾に  st。  large → largest

　㋒　〈短母音＋子音字〉で終わる語：　子音字を重ねて  est。  hot → hottest

　㋓　〈子音字＋y〉で終わる語：　y  を  i  にかえてest。  happy → happiest

③　最上級の文：　〈 A〜 the＋最上級＋in〔of〕  ─.〉 「A  は─の中でいちばん〔最も〕…」
　　My brother is the  tallest  in my family.　（兄は家族の中でいちばん背が高い。）

　　Ken comes to school the  earliest  of the five. （健は₅人の中でいちばん早く学校へ来ます。）

　　注　副詞の最上級の文では，最上級の前に  the  がつかないこともある。

④　in  と  of  の使い分け

　〈in＋場所・範囲を表す語句〉：　in Japan，in the world，in our class  など

　〈of＋複数を表す語句〉：　of the three （boys），of all  など

1 次の形容詞または副詞の最上級を書きなさい。

　⑴　long 　　　　　　　　　　⑵　large 　　　　　　　　　⑶　young 　　　　　　　

　⑷　nice 　　　　　　　　　　⑸　big 　　　　　　　　　⑹　easy 　　　　　　　

　⑺　tall 　　　　　　　　　　⑻　cheap 　　　　　　　　　⑼　early 　　　　　　　

　⑽　fast 　　　　　　　

2 次の日本文に合う英文になるように，　　に適する語を書きなさい。
　⑴　絵美は ₃人の少女の中でいちばん年下です。

　　　Emi is 　　　　　　　 　　　　　　　 of the three girls.

　⑵　私は家族の中でいちばん背が高い。

　　　I am 　　　　　　　 　　　　　　　 in my family.

　⑶　私の犬はすべての中でいちばん大きい。

　　　My dog is 　　　　　　　 　　　　　　　 of all.

　⑷　父は家族の中でいちばん早く起きます。

　　　My father gets up 　　　　　　　 　　　　　　　 in my family.

143
144
145

Tom is the tallest boy in our class.

Ken is the youngest of the three.

Maki swims the fastest of us all.

トムは私たちのクラスでいちばん背が高い少年です。

健は３人の中でいちばん年下です。

真希は私たち全員の中でいちばん速く泳ぎます。
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C 　more，most  を使った比較

more，most  を使った比較……比較級・最上級は  （e）r，（e）st  をつけて表したが，次のような語
の比較級は原級の前に  more，最上級は原級の前に  most  をつけて表す。

　㋐　-ful，-ous，-ish  などで終わる 2音節の形容詞：

　　　　useful（役に立つ），famous（有名な）　など

　　　　This book is  more useful  than that one.

　　　　This book is the  most useful  of all.

　㋑　 3 音節以上の形容詞・副詞：

　　　　popular（人気のある），important（大切な），beautiful（美しい），expensive（高価な）

　　　　interesting（おもしろい），exciting（わくわくさせる），difficult（難しい） など

　　　　This song is  more popular  than that one.

　　　　This song is the  most popular  in Japan.

　㋒　〈形容詞＋ly〉の副詞：

　　　　slowly（ゆっくりと），quickly（すばやく），carefully（注意深く），easily（簡単に） など

　　　　John finished the work  more quickly  than Tom.

　　　　John finished the work the  most quickly  of us.

1 次の形容詞または副詞を日本語になおし，比較級と最上級を書きなさい。
　⑴　exciting （　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　⑵　difficult （　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　⑶　interesting （　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　⑷　carefully （　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2 次の日本文に合う英文になるように，　　に適する語を書きなさい。
　⑴　彼女は ₃人の中で最も有名な歌手です。

　　　She is 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 singer of the three.

　⑵　この川は日本で最も美しい。

　　　This river is 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 in Japan.

　⑶　彼は日本で最も人気のある選手です。

　　　He is 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 player in Japan.

146
147

This picture is more beautiful than that one.　　　この絵はあの絵より美しい。

This movie was the most interesting of all.

 この映画はすべての中でいちばんおもしろかった。

₁つの母音を中心とした，発音の最小
単位。
例えば  beautiful  という単語は，beau，
ti，ful  という ₃つの音節に分けられる。

音節とは

133
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D 　as～ as ...

原級を使った比較の文

①　〈as＋形容詞〔副詞〕の原級＋as ... 〉 「…と同じくらい〜」
　　My car is as new as  this one.　（私の車はこの車と同じくらい新しい。）

　　Susan swims as fast as  Lisa.　（スーザンはリサと同じくらい速く泳ぎます。）

②　〈not as＋形容詞〔副詞〕の原級＋as ... 〉 「…ほど〜でない」
　　My dog is not as big as  yours.　（私の犬はあなたの犬ほど大きくない。）

　●〈not as～ as ... 〉と比較級の文

　　……次の犬の大きさを比べる英文は，ⓐ～ⓒの ₃通りで表すことができる。
ⓐ　Hana is not as big as  Koro.

　　（ハナはコロほど大きくない。）

ⓑ　Hana is smaller than  Koro.

　　（ハナはコロより小さい。）

ⓒ　Koro is bigger than  Hana.

　　（コロはハナより大きい。）

1 次の日本文に合う英文になるように，　　に適する語を書きなさい。
　⑴　奈美は私の姉と同じくらい背が高い。

　　　Nami is 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 my sister.

　⑵　ケイトは由香と同じ年齢です。

　　　Kate is 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 Yuka.

　⑶　私は今朝，母と同じくらい早く起きました。
　　　I got up 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 my mother this morning.

2 次の英文を日本文になおすとき，（　）の部分を補いなさい。
　⑴　Mt. Shirane isn’t as high as Mt. Fuji.

　　　白
しら

根
ね

山
さん

は（ ）。

　⑵　I can’t run as fast as my father.

　　　私は（ ）。

　⑶　This pencil isn’t as long as that one.

　　　このえんぴつは（ ）。

148
149
150

I am as old as Bob.

Rika studies as hard as Mari.

It is not as cold as yesterday.

私はボブと同じ年齢です。

理香は真理と同じくらい一生懸命に勉強します。

（今日は）昨日ほど寒くありません。
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1 〈er，est  のつけ方〉　次の語を日本語になおし，比較級と最上級を書きなさい。
　　　　　　　　　　日本語　　　　　　比較級　　　　　　最上級

　⑴　short （　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　⑵　pretty （　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　⑶　heavy （　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　⑷　high （　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　⑸　hard （　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2 〈比較級（-er）〉　次の文の　　に，（　）内の語を適する形になおして書きなさい。
　⑴　Bill’s bike is 　　　　　　　 than mine. （new）

　⑵　Hokkaido is 　　　　　　　 than Kyushu. （large）

　⑶　Jenny looks 　　　　　　　 than her sister. （happy）

　⑷　Tatsuya is 　　　　　　　 than his father. （tall）

　⑸　Mami studies English 　　　　　　　 than Yuka. （hard）

3 〈比較級（-er）〉　次の日本文に合う英文になるように，　　に適する語を書きなさい。
　⑴　スミスさんは私の父より年下です。

　　　Mr. Smith is 　　　　　　　 　　　　　　　 my father.

　⑵　私のコンピュータはあなたのより古い。

　　　My computer is 　　　　　　　 　　　　　　　 yours.

　⑶　今日は昨日より暑い。　　　　　　It is 　　　　　　　 today 　　　　　　　 yesterday.

　⑷　イタリアはフランスより小さい。　Italy is 　　　　　　　 　　　　　　　 France.

4 〈比較級（-er）〉　次の文を，（　）内の意味を表すように比較級を使った文に書きかえなさい。
　⑴　My bag is heavy.　（あなたのより重い）

　　　 

　⑵　This pencil is short.　（あのえんぴつより短い）

　　　 

　⑶　This doll is pretty.　（あの人形よりかわいい）

　　　 

　⑷　I can run fast.　（Emily  より速く走ることができる）

　　　 

□  Italy：イタリア　　□  France：フランス　　□  doll：人形

135

比較⑴

STEP 1

0126-0163_1_新中問2E_英語2年_標準編.indd   135 2020/09/24   14:43



5 〈最上級（-est）〉　次の日本文に合う英文になるように，　　に（　）内の語を適する形になおして
書きなさい。〔　〕には  of  か  in  のいずれか適するほうを書きなさい。

　⑴　富士山は日本でいちばん高い山です。　（high）

　　　Mt. Fuji is the 　　　　　　　 mountain 〔　　　　　　〕 Japan.

　⑵　真理は私たち全員の中でいちばん年上です。　（old）

　　　Mari is the 　　　　　　　 〔　　　　　　〕 us all.

　⑶　キティは ₃匹の中でいちばんかわいらしいねこです。　（cute）

　　　Kitty is the 　　　　　　　 cat 〔　　　　　　〕 the three.

　⑷　サラは ₄人の少女の中でいちばん速く走りました。　（fast）

　　　Sarah ran the 　　　　　　　 〔　　　　　　〕 the four girls.

　⑸　香織はクラスの中でいちばん熱心に数学を勉強します。　（hard）

　　　Kaori studies math the 　　　　　　　 〔　　　　　　〕 her class.

6 〈最上級（-est）〉　次の文を，（　）内の意味を表すように最上級の文に書きかえなさい。
　⑴　My bag is heavy.　（ ₃つの中でいちばん重い）

　　　 

　⑵　This pencil is short.　（すべての中でいちばん短い）

　　　 

　⑶　This doll is pretty.　（この店でいちばんかわいい）

　　　 

　⑷　I can run fast.　（私の家族の中でいちばん速く走ることができる）

　　　 

7 〈more  を使った比較〉　次の文を（　）内の語句を使って比較級の文に書きかえなさい。

　⑴　Baseball is popular.　（than tennis）

　　　 

　⑵　This picture is beautiful.　（than that one）

　　　 

　⑶　That dictionary is expensive.　（than mine）

　　　 

8 〈most  を使った比較〉　7 の⑴～⑶の文を，（　）内の語句を使って最上級の文に書きかえなさい。
　⑴　（in my class）  

　⑵　（of all）  

　⑶　（of the three）  

□  mountain：山　　□  dictionary：辞書
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9 〈原級を使った比較〉　次の日本文に合う英文になるように，（　）内の語を並べかえなさい。
　⑴　エイミーは健と同じ年齢です。　　Amy （old ⊘ Ken ⊘ as ⊘ as ⊘ is）.

　　　Amy  .

　⑵　私の犬はあの犬と同じくらい大きい。　　（big ⊘ that ⊘ as ⊘ is ⊘ my ⊘ as ⊘ dog） one.

　　　  one.

　⑶　この車は新幹線と同じくらい速く走ります。 （fast ⊘ car ⊘ as ⊘ this ⊘ as ⊘ runs） the Shinkansen.

　　　  the Shinkansen.

　⑷　私の自転車はあなたのほど新しくありません。（new  ⊘  not  ⊘  bike  ⊘  is  ⊘  yours  ⊘  as  ⊘  as  ⊘  my  ⊘  .）

　　　 

　⑸　ビルは健ほど一生懸命に勉強しません。（study ⊘ as ⊘ as ⊘ doesn’t ⊘ hard ⊘ Ken ⊘ Bill ⊘ .）

　　　 

10 〈比較の文〉　次の日本文に合う英文になるように，　　に適する語を書きなさい。
　⑴　信

しな

濃
の

川は十
と

勝
かち

川より長い。

　　　The Shinano is 　　　　　　　 　　　　　　　 the Tokachi.

　⑵　この問題はすべての中でいちばん簡単です。

　　　This question is 　　　　　　　 　　　　　　　 of all.

　⑶　私は，数学は英語より難しいと思います。
　　　I think math is 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 English.

　⑷　彼女は日本でいちばん有名な歌手です。

　　　She is 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 singer in Japan.

　⑸　この本はあの本と同じくらいおもしろい。

　　　This book is 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 that one.

11  〈比較の文〉　次は日本にある高い建物についてまとめたものです。これを見て，⑴高さ，⑵でき
た年，それぞれについて比べる英文になるように，　　に適する語を 内から選び，必要があれ
ば適する形になおして書きなさい。

　

　⑴　①　Tokyo Tower is 　　　　　　　 than Abeno Harukas.

　　　②　Tokyo Tower is not as 　　　　　　　 as Tokyo Skytree.

　　　③　Tokyo Skytree is the 　　　　　　　 of the three.

　⑵　①　Tokyo Skytree is 　　　　　　　 than Abeno Harukas.

　　　②　Tokyo Skytree is 　　　　　　　 than Tokyo Tower.

　　　③　Abeno Harukas is the 　　　　　　　 of the three.

建物の名称 ⑴ 高さ（m） ⑵ できた年（年）
Abeno Harukas（あべのハルカス） ₃₀₀ ₂₀₁₄
Tokyo Tower（東京タワー） ₃₃₃ ₁₉₅₈
Tokyo Skytree（東京スカイツリー） ₆₃₄ ₂₀₁₂

old

new

tall
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1 次の文の（　）内から適する語句を選びなさい。

　⑴　This is （old，older，the oldest） building in my town.

　⑵　This room is （small，smaller，smallest） than that one.

　⑶　Tom is as （tall，taller，tallest） as his father.

　⑷　Tony is the youngest （as，than，of，in） the five.

　⑸　Soccer is （as，more，most，very） popular than baseball in my class.

2 次の文の　　に，（　）内の語を適する形になおして書きなさい。ただし， ₂ 語になるものもあり
ます。

　⑴　Look !　That is the 　　　　　　　　　　　　 bridge in Japan. （long）

　⑵　This question is 　　　　　　　　　　　　 than that one. （difficult）

　⑶　I think P.E. is the 　　　　　　　　　　　　 subject of all. （interesting）

　⑷　Carol looks 　　　　　　　　　　　　 than her sister. （happy）

　⑸　February is the 　　　　　　　　　　　　 month in Australia. （hot）

3 次の日本文に合う英文になるように，　　に適する語を書きなさい。
　⑴　テニスボールは野球ボールより小さい。

　　　A tennis ball is 　　　　　　　 　　　　　　　 a baseball.

　⑵　この作家は若い人々の間で最も人気があります。

　　　This writer is 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 among young people.

　⑶　あなたの辞書は私の辞書より役に立ちました。

　　　Your dictionary was 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 mine.

　⑷　ナイル川は世界でいちばん長い川です。

　　　The Nile is 　　　　　　　 　　　　　　　 river 　　　　　　　 the world.

4 次の英文を日本文になおしなさい。

　⑴　February is the coldest month in Japan.

　　　（ ）

　⑵　I would like a bigger bag than this one.

　　　（ ）

　⑶　Could you speak more slowly ?

　　　（ ）

　⑷　I don’t get up as early as my mother.

　　　（ ）

□  bridge：橋　　□  P.E.：体育　　□  writer：作家　　□  among ～：～（ ₃つ〔 ₃人〕以上）の間で
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5 次の文の内容にもとづく比較の文になるように，　　に適する語を書きなさい。
　⑴　Amy is 160 centimeters tall.  Her sister is 165 centimeters tall.

　　→ Amy is 　　　　　　　 than her sister.

　⑵　Kenji is 13 years old.  Billy is 15 years old.  Tom is 16 years old.

　　→ ① Kenji is 　　　　　　　 than Billy.

　　→ ② Tom is 　　　　　　　 　　　　　　　 Billy.

　　→ ③ Tom is 　　　　　　　 　　　　　　　 of the three.

　⑶　Mr. Kimura is 35 years old.  Mr. Nakata is 35 years old, too.

　　→ Mr. Kimura is 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 Mr. Nakata.

　⑷　This tree is 16 meters tall.  That tree is 20 meters tall.

　　→ This tree is 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 as that one.

6 次の各組の文がほぼ同じ内容を表すように，　　に適する語を書きなさい。
　
⑴

My pencil is longer than yours.

　　　Your pencil is 　　　　　　　 than mine.

　
⑵

Ken is older than Emily.

　　　Emily is 　　　　　　　 than Ken.

　
⑶

Math is easier than English for me.

　　　English is 　　　　　　　 　　　　　　　 than math for me.

　

⑷

Australia is not as large as China.

　　　Australia is 　　　　　　　 　　　　　　　 China.

　　　China is 　　　　　　　 　　　　　　　 Australia.

　
⑸

This bag is newer than that one.

　　　That bag isn’t 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 this one.

7 次の絵の表す内容と合う英文には○，合わない英文には×を書きなさい。

⑴　Mari is older than Takuya. 〔　　　〕

⑵　Mari is the oldest of the three. 〔　　　〕

⑶　Takuya is younger than Aki. 〔　　　〕

⑷　Aki is the tallest of the three. 〔　　　〕

⑸　Mari isn’t as tall as Takuya. 〔　　　〕

⑹　Mari is older than Aki. 〔　　　〕

□  centimeter：センチメートル　　□  meter：メートル
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8 次の⑴の表は日本にある ₄つの山の高さ，⑵の表は川の長さを表したものです。表の内容に合う
ように　　に適する語句を書き，⑴山の高さ，⑵川の長さを比べる英文を完成させなさい。
　　

　⑴　①　Mt. Asama   Mt. Haruna.

　　　②　Mt. Akagi   as Mt. Fuji.

　　　③　Mt. Fuji   the four.

　⑵　①　The Shinano   the four.

　　　②　The Teshio   the Ishikari.

　　　③　The Tone   the Ishikari.

9 次の日本文に合う英文になるように，（　）内の語を並べかえ，全文を書きなさい。ただし， ₁ 語
ずつ不足しているのでその語を補うこと。

　⑴　あなたのかばんは私のより重い。　（bag ⊘ heavier ⊘ is ⊘ mine ⊘ your ⊘ .）

　　　 

　⑵　 ₂月は ₁年でいちばん短い月です。　（is ⊘ shortest ⊘ February ⊘ of ⊘ month） the year.

　　　 

　⑶　あなたはフランス語は中国語より難しいと思いますか。

　　　Do （that ⊘ you ⊘ French ⊘ Chinese ⊘ difficult ⊘ is ⊘ think ⊘ than）?

　　　 

　⑷　あなたは由紀と同じくらい熱心に英語を勉強していますか。

　　　（as ⊘ study ⊘ you ⊘ Yuki ⊘ hard ⊘ English ⊘ do ⊘ ?）

　　　 

10 次の日本文を英文になおしなさい。
　⑴　東京は日本で最も大きな都市です。

　　　 

　⑵　私の自転車はあなたのと同じくらい新しい。

　　　 

　⑶　この本はすべての中でいちばんおもしろかった。

　　　 

　⑷　あなたはマーク（Mark）より速く走ることができますか。

　　　 

⑴　山の高さ
Mt. Fuji（富士山） ₃,₇₇₆ meters high
Mt. Asama（浅間山） ₂,₅₆₈ meters high
Mt. Akagi（赤城山） ₁,₈₂₈ meters high
Mt. Haruna（榛名山） ₁,₄₄₉ meters high

⑵　川の長さ
The Shinano（信濃川） ₃₆₇ kilometers long
The Tone（利根川） ₃₂₂ kilometers long
The Ishikari（石狩川） ₂₆₈ kilometers long
The Teshio（天塩川） ₂₅₆ kilometers long

□  kilometer：キロメートル　　□  French：フランス語　　□  Chinese：中国語
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右のグラフ（graph）を参考に，次の対話文を読んであとの問いに答えなさい。
Nao: Hi, Alex.  What are you doing ?

Alex:　 I’m looking at a graph about the 
＊temperature of Tokyo, ＊Seoul, 

Sydney and New York.  It’s very 

interesting.  In July and August, 

Tokyo is the ①（hot） of the four 

cities.

Nao: Oh, really ?

Alex:  Tokyo is becoming hotter ＊than 

ever.

Nao:  Yes.  Look, Alex.  ②Sydney is not as hot as the other three cities in summer.

Alex:  In Sydney, the seasons ＊are reversed because it is in ＊the Southern Hemisphere.

Nao: Oh, I see.

Alex: In winter, New York is ③（cold） than Tokyo, but Seoul is the coldest of the four.

Nao: Wow !  I think it is just like Hokkaido.

Alex: In New York, we ＊skate on lakes in winter.  Can you skate, Nao ?

Nao: No, I can’t.  ④
＊Snowboarding （than ⊘ is ⊘ popular ⊘ skating ⊘ more） in Japan.

Alex: Really ?  Actually, it’s the ⑤（exciting） sport of all to me.

　注　temperature：気温　　Seoul：ソウル（韓国の首都）　　than ever：今までよりも

be reversed：逆になっている　　the Southern Hemisphere：南半球　　skate：スケートをする

snowboard：スノーボードをする

問 1　①，③，⑤の（　）内の語を適する形になおしなさい。 ₂語になるものもあります。
　　①　　　　　　　　　　　　　　③　　　　　　　　　　　　　　⑤　　　　　　　　　　　　

問 ₂　下線部②を日本文になおしなさい。

　　　（ ）

問 ３　下線部④が意味の通る正しい英文になるように，（　）内の語を並べかえなさい。
　　　Snowboarding   in Japan.

問 ₄　次の各文で，対話やグラフの内容と合うものには○，合わないものには×を書きなさい。
　　⑴　In Sydney, it’s the coldest in August in a year. 〔　　　〕

　　⑵　When it is winter in Tokyo, it is summer in Sydney. 〔　　　〕

　　⑶　New York is warmer than Tokyo in winter. 〔　　　〕

　　⑷　Nao thinks that Seoul is as cold as Hokkaido in winter. 〔　　　〕

（気象庁資料をもとに作成）

世界の都市 月別平均気温
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（℃）

（月）1110987654321－5
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絵や表などを用いて比較する問題

1 アン（Ann）とお父さん（Father）は旅行のチラシを見ながら，春休みの旅行先について話してい
ます。これを読んで，あとの問いに答えなさい。
　

Ann:  I want to go to Okinawa, but it’s ①（　　　） （　　　） expensive of all.

Father:　How about Kyoto ?  ②It’s （　　　） than the Okinawa tour.

Ann:  Hmm, but I’m not interested in it.  I want to play sports.  And I’m busy 

during spring vacation, so 4 days is a little long for me.

Father:  Then, let’s go to （ ③ ）.  It’s shorter than the Okinawa tour, and we can 

enjoy skiing.

Ann: OK.  I’ll tell that to mom.

問 1　下線部①，②の（　　）内に適する語を書きなさい。
　　① 　　　　　　　 　　　　　　　　　② 　　　　　　　

問 ₂　（　③　）に最も適する語をア～エから選びなさい。

　　ア　Sapporo　　イ　Kyoto　　ウ　Okinawa　　エ　Kanazawa 〔　　　〕

2 舞（Mai），良太（Ryota），ビル（Bill）は，日本のそれぞれ違う中学校の生徒です。次は， ₃ 人の
学校についての情報をまとめた表とそれについての説明です。これを読んで，舞，良太，ビルの中
学校はそれぞれ表のア～ウのどれか，記号で答えなさい。

　Mai’s school is the oldest of the three.  Bill’s school also has a long history, but it is 

newer than Mai’s.  There are a lot of students in Ryota’s school.  It has much more 

students than Mai’s.  Bill’s school has as many students as Ryota’s.  And Ryota’s 

school is the newest of all.

　舞の中学校　〔　　　〕　　良太の中学校　〔　　　〕　ビルの中学校　〔　　　〕

学習のポイント 　日数，金額，人数など，資料に示されたさまざまな数値をもとに比較して考える問題
です。資料と英文を照らし合わせ，情報をひとつひとつ整理しながら読み進めましょう。

 5

ア イ ウ
創立された年 1960 2005 1965
生徒数 （人） 1,200 2,800 2,750

札幌スキーツアー

₂ 泊 ３ 日
￥50,000

京都ツアー

寺めぐりと桜を楽しむ旅

３ 泊 ₄ 日
￥50,000

沖縄ツアー

マリーンスポーツ

に挑戦しよう！

３ 泊 ₄ 日
￥７0,000

金沢ツアー
お城と美術館をめぐる旅

₂ 泊 ３ 日　￥３5,000
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テーマについて立場を決め，意見と理由を述べる問題

3 次の文章を読んで，あとの問いに答えなさい。
⑴　次の質問に対するあなた自身の答えを，与えられた書き出しに続けて英語で書きなさい。
　Do you want to live in a big city or a small village in ＊the country ?

 注　the country：いなか

　── I want  .

⑵　⑴で示したあなたの答えの理由を ₂つ，英語で述べなさい。ただし，次に示す答え方で解答す
ること。なお，以下の語を参考にしてもかまいません。
　〈語〉　convenient：便利な　　entertainment：娯楽　　quiet：静かな　　nature：自然

　I have two reasons.

　First,  .

　Second,  .

4 ALT  のブラウン先生（Ms. Brown）が修学旅行について意見を述べました。それに対して，美香
（Mika）と明（Akira）が意見を述べています。美香と明になったつもりで，書き出しに続けて　　
に ₃語以上の英語を書き，⑴と⑵の英文を完成させなさい。なお，以下の語を参考にしてもかまい
ません。

　〈語〉　culture：文化　　history：歴史　　dangerous：危険な　　cost：費用がかかる

ブラウン先生

　　美香

　　 明

学習のポイント 　あるテーマについて賛成または反対など自分の立場を決めて，考えを表現する問題で
す。両方の立場で書くことを練習し，理由を明らかにして意見を書くようにしましょう。

　A lot of Japanese students don’t have a chance to visit 

other countries, but knowing about them is important.  I 

think visiting other countries on a school trip is good for 

junior high school students.

⑴　I agree with Ms. Brown because  

 

 .

⑵　I don’t agree with Ms. Brown because  

 

 .
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●英文はそれぞれ 2回繰
く

り返します。このページの余白にメモをとってもかまいません。

１ 英文を聞いて，その内容を表す絵を選ぶ問題

　No. 1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　No. 2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２ 対話とその内容についての質問を聞いて，適する答えを選ぶ問題

　No. 1　ア　Her father did. イ　Her father was sick.

  ウ　By bike. エ　By car.

　No. 2　ア　She was seeing a movie with her mother.

  イ　She was talking with George on the phone.

  ウ　She was studying at home.

  エ　She was seeing a movie with Susan.

３ スピーチを聞いて，メモを完成させる問題

　スピーチの内容のメモ

・ジュディーがシロに初めて会った日：⑴（　　　　　　）が降っていた。

・そのときのシロの様子：とても⑵（　　　　　　）。

　　　　　　　　　　　　木の下で⑶（　　　　　　）。

・その後のシロの様子：食べ物をたくさん食べ，今はとても⑷（　　　　　　）なった。

ア　この前の日曜日 イ　この前の日曜日 ウ　この前の日曜日 エ　この前の日曜日

ア 午前

午後

イ 午前

午後

ウ 午前

午後

エ 午前

午後
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