
A　比較級（-er）  

1	〈erのつけ方〉　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　old　 （　　　　　　） 　　　　　　　　　□⑵　tall （　　　　　　） 　　　　　　　

□⑶　small （　　　　　　） 　　　　　　　　　□⑷　large （　　　　　　） 　　　　　　　

□⑸　hot （　　　　　　） 　　　　　　　　　□⑹　happy （　　　　　　） 　　　　　　　

□⑺　short （　　　　　　） 　　　　　　　　　□⑻　busy （　　　　　　） 　　　　　　　

□⑼　fast （　　　　　　） 　　　　　　　　　□⑽　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。また，できた英文を日本
文になおすとき，（　）の部分を補いなさい。
□⑴　Mr. Brown is 　　　　　　　 than your father.　（old）

　　　ブラウンさんは（ ）。

□⑵　Your bag is 　　　　　　　 than mine.　（nice）

　　　あなたのかばんは（ ）。

□⑶　My sister ran 　　　　　　　 than my mother.　（fast）

　　　私の妹は（ ）。

□⑷　The library is 　　　　　　　 than our school.　（big）

　　　その図書館は（ ）。

□⑸　It is 　　　　　　　 today than yesterday.　（hot）

　　　今日は（ ）。

□⑹　Your brother looks 　　　　　　　 than you.　（busy）

　　　あなたのお兄さんは（ ）。

3	〈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　This mountain is high.　（あの山より高い）

　　　 

□⑵　Her dress is pretty.　（私のよりかわいい）

　　　 

□⑶　Your bike is new.　（私のより新しい）

　　　 

□⑷　This question is easy.　（あの質問よりやさしい）

　　　 

□⑸　Ken practiced kendo hard.　（トムより一生懸命に練習した）

　　　 

□⑹　I came home early.　（私の父より早く帰宅した）

　　　 

第16章 比較  ⑴
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B　最上級（-est）  

1	〈estのつけ方〉　次の形容詞または副詞の最上級を書きなさい。

□⑴　old 　　　　　　　　　　□⑵　tall 　　　　　　　　　□⑶　small 　　　　　　　

□⑷　large 　　　　　　　　　　□⑸　hot 　　　　　　　　　□⑹　happy 　　　　　　　

□⑺　short 　　　　　　　　　　□⑻　busy 　　　　　　　　　□⑼　fast　 　　　　　　　

□⑽　hard 　　　　　　　

2	〈最上級（-est）〉　次の文の　　に，（　）内の語を適する形になおして書きなさい。また，できた英文を日本
文になおすとき，（　）の部分を補いなさい。
□⑴　This story is the 　　　　　　　 of all.　（long）

　　　この物語は（ ）。

□⑵　My bag is the 　　　　　　　 of the three.　（large）

　　　私のかばんは（ ）。

□⑶　This box is the 　　　　　　　 of the five.　（heavy）

　　　この箱は（ ）。

□⑷　Emi can swim the 　　　　　　　 in her class.　（fast） 

　　　恵美は（ ）。

3	〈ofと in〉　次の文の（　）内から適する語を選びなさい。

□⑴　This is the highest mountain （of,  in） Japan.

□⑵　Yumi is the oldest （of,  in） us all.

□⑶　This chair is the nicest （of,  in） this room.

□⑷　John studies Japanese the hardest （of,  in） the four.

□⑸　Mark usually gets up the latest （of,  in） his family.

4	〈最上級（-est）〉　次の文を，（　）内の意味を表すように最上級を使った文に書きかえなさい。
□⑴　My father is tall.　（私の家族の中でいちばん背が高い） 

　　　 

□⑵　My dog is small.　（すべての中でいちばん小さい） 

　　　 

□⑶　Your bike is new.　（ 3つの中でいちばん新しい）

　　　 

□⑷　This question is easy.　（すべての中でいちばんやさしい）

　　　 

□⑸　Ken practiced kendo hard.　（彼のクラスの中でいちばん一生懸命に練習した）

　　　 

□⑹　I came home early.　（私の家族の中でいちばん早く帰宅した）
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C　more, mostを使った比較  

1	〈more, mostのつけ方〉　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　beautiful （　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

□⑵　popular （　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

□⑶　famous （　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

□⑷　slowly （　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

□⑸　useful （　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2	〈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。また，できた英文
を日本文になおすとき，（　）の部分を補いなさい。

□⑴　English is interesting.　（than Japanese）

　　　 

　　　英語は（ ）。

□⑵　This book is diff icult.　（than that one）

　　　 

　　　この本は（ ）。

□⑶　This song is popular.　（than that one）

　　　 

　　　この歌は（ ）。

□⑷　My mother drives a car carefully.　（than my father） 

　　　 

　　　私の母は（ ）。

3	〈mostを使った比較〉　2の⑴～⑷の文を，（　）内の語句を使って最上級の文に書きかえなさい。また，で
きた英文を日本文になおすとき，（　）の部分を補いなさい。
□⑴　（of all the subjects） →  

　　　英語は（ ）。

□⑵　（of the three）　 →  

　　　この本は（ ）。

□⑶　（in Japan）　 →  

　　　この歌は（ ）。

□⑷　（in my family）　 →  

　　　私の母は（ ）。

4	〈more, mostを使った比較〉　次の文の（　）内から適する語を選びなさい。

□⑴　Mr. Brown is the （more,  most） famous teacher in our school.

□⑵　This question is （more,  most） important than that one.

□⑶　Tom had lunch the （more,  most） quickly of the three.

□⑷　Today’s soccer game was （more,  most） exciting than yesterday’s.
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D　as ～ as ...  

1	〈原級を使った比較〉　例にならい，（　）内の語句を使って，次の文を「…と同じくらい～」という意味の文
に書きかえなさい。

　〔例〕　My cat is big.　（your dog） → My cat is as big as your dog.

□⑴　I am happy.　（you）

　　　 

□⑵　This bag is heavy.　（that one）

　　　 

□⑶　Ken practices judo hard.　（my brother）

　　　 

□⑷　Emi got up early.　（her sister）

　　　 

2	〈not as～ as〉　次の英文を日本文になおすとき，（　）の部分を補いなさい。
□⑴　I’m not as old as Tom.

　　　私は（ ）。

□⑵　Baseball isn’t as popular as soccer in my class.

　　　野球は私のクラスでは（ ）。

□⑶　This desk isn’t as expensive as that one.

　　　この机は（ ）。

□⑷　John can’t swim as fast as you.

　　　ジョンは（ ）。

3	〈原級を使った比較〉　次の日本文に合う英文になるように，（　）内の語句を並べかえなさい。
□⑴　私の兄は父と同じくらい背が高い。

　　　My brother （father / as / as / is / my / tall）.

　　　My brother  .

□⑵　この質問はあの質問と同じくらいやさしい。

　　　This question （easy / is / that / as / one / as）.

　　　This question  .

□⑶　数学は英語と同じくらいおもしろい。

　　　Math （as / is / English / interesting / as）.

　　　Math  .

□⑷　私の時計は彼女のほどすてきではありません。

　　　My watch （as / hers / is / as / not / nice）.

　　　My watch  .

□⑸　ボブはあなたほど上手にギターを弾くことができません。

　　　Bob （as / as / the guitar / can’t / you / well / play）.

　　　Bob  .
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1	 次の文の（　）内から適する語句を選びなさい。
□⑴　Masao is （young,  younger,  the youngest） of the three children in his family.

□⑵　Your pencil is （long,  longer,  longest） than mine.

□⑶　Today is as （cold,  colder,  coldest） as yesterday.

□⑷　This notebook is the newest （as,  than,  of,  in） the three.

□⑸　Ken thinks soccer is （as,  more,  most,  very） exciting than baseball.

□⑹　Kumi listens to her teacher the （as,  more,  most,  very） carefully in her 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。なおす必要のない場合はそのまま書くこ
と。 2語になるものもあります。

□⑴　Tama is the 　　　　　　　　　　　　 cat of all.　（cute）

□⑵　This f lower is 　　　　　　　　　　　　 than that one.　（beautiful）

□⑶　I think this is the 　　　　　　　　　　　　 question of all.　（important）

□⑷　Your father looks 　　　　　　　　　　　　 than your uncle.　（busy）

□⑸　This is the 　　　　　　　　　　　　 park in this town.　（big）

□⑹　Akio can run as 　　　　　　　　　　　　 as Taro.　（fast）

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　あなたの自転車は私のより新しいですか。

　　　Is your bike 　　　　　　　 　　　　　　　 mine ?

□⑵　田中先生は生徒たちの間で最も人気がある先生です。

　　　Ms. Tanaka is 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 teacher among the students.

□⑶　私はあなたほどうまくピアノを弾くことができません。

　　　I can’t play the piano 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 you.

□⑷　 8月は日本でいちばん暑い月です。

　　　August is 　　　　　　　 　　　　　　　 month 　　　　　　　 Japan.

4	 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　Tom is 170 centimeters tall.　His father is 180 centimeters tall.

　　→ Tom is 　　　　　　　 than his father.

□⑵　My teacher is 40 years old.　My father is 40 years old, too.

　　→ My teacher is 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 my father.

□⑶　Yoko is 10 years old.　Mami is 12 years old.　Sanae is 14 years old.

　　→ ①　Yoko is 　　　　　　　 than Mami.

　　→ ②　Sanae is 　　　　　　　 　　　　　　　 Mami.

　　→ ③　Sanae is 　　　　　　　 　　　　　　　 of the three.

□⑷　This mountain is 1,300 meters high.　That mountain is 1,600 meters high.

　　→ This mountain is 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 as that one.

演習問題1
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1	 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
Your house is larger than mine.

　　　My house is 　　　　　　　 than yours.

□⑵

This book is more diff icult than that one.

　　　That book isn’t 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 this one.

　　　That book is 　　　　　　　 than this one.

□⑶

The Tone River is not as long as the Shinano River.

　　　The Tone River is 　　　　　　　 　　　　　　　 the Shinano River.

　　　The Shinano River is 　　　　　　　 　　　　　　　 the Tone River.

2	 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　あなたはその男性より幸せそうに見えます。

　　　（the / happier / you / man / look / .）

　　　 

□⑵　マークは彼の妹よりゆっくりと歩きました。

　　　（slowly / Mark / sister / than / walked / his / .）

　　　 

□⑶　私は，これは日本でいちばん有名な歌だと思います。
　　　I think that （in / song / famous / is / this / the） Japan.

　　　 

3	 次の表は，あるクラスで好きなスポーツについてアンケートをとった結果です。表の内容と合う英文には
○，合わない英文には  ×  を書きなさい。

□⑴　Swimming is more popular than soccer. 〔　　　〕

□⑵　Baseball is as popular as swimming. 〔　　　〕

□⑶　Tennis isn’t as popular as basketball. 〔　　　〕

□⑷　Soccer is the most popular sport of all. 〔　　　〕

4	 次の日本文を英文になおしなさい。
□⑴　私はメアリー（Mary）と同じくらい熱心に勉強します。

　　　 

□⑵　この本はあの本よりおもしろいですか。

　　　 

□⑶　彼はこの市で最も高齢の男性です。

　　　 

演習問題2

《好きなスポーツ》

サッカー

野　　球

水　　泳

テ ニ ス

12人
7 人

7 人
6 人

バスケットボール

そ の 他

4 人
4 人
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