
○学習内容　比較変化，原級・比較級・最上級による比較，比較の書きかえ，慣用表現

◎　比較：形容詞や副詞は，他と比べて「より～」「最も～」と言うとき，もとの形（原級）から比較級，
最上級の形に変化する。比較変化には規則変化と不規則変化がある。
①　規則変化：原級に -（e）rをつけて比較級，-（e）stをつけて最上級にする。➡１
　　つづりの長い語は，more・mostを前に置いて比較級・最上級にする。➡２

　

作り方 条件 原級 比較級 最上級

原級の
語尾に
-er，
-est

⑴　 1音節の語
⑵　-eで終わる語
⑶　〈短母音＋子音字〉
⑷　〈子音字＋y〉で終わる語

cold

large

hot

happy

colder

larger

hotter

happier

coldest

largest

hottest

happiest

原級の
前に
more，most

⑴　 2音節語の大部分
⑵　 3音節以上の語
⑶　〈形容詞＋ly〉の形の副詞

famous

important

slowly

more famous

more important

more slowly

most famous

most important

most slowly

②　不規則変化：不規則に変化するものと，意味によって 2通りの変化をするものがある。➡３

　

原級 比較級 最上級

good・well better best

bad・ill worse worst

many・much more most

little less least

【不規則に変化するもの】

 

【 ２通りの変化があるもの】

原級 比較級 最上級

far（遠い・遠く）
〔距離〕 farther farthest

〔程度〕 further furthest

late（遅い・遅く）
〔時間〕 later latest

〔順序〕 latter last

　▶確認問題Ａ 　次の語をそれぞれ比較級・最上級になおしなさい。 2語になるものもあります。
 比較級 　　 最上級
⑴　warm  　　　 　
⑵　big  　　　 　
⑶　careful  　　　 　
⑷　wise  　　　 　
⑸　bad  　　　 　
⑹　diff icult  　　　 　
⑺　late　〔時間〕  　　　 　
⑻　late　〔順序〕  　　　 　

１　My hair is shorter than my sister’s.

２　Walk more slowly, please.

３　I like cats （the） best of all animals.

Key SentencesＡ　比較
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①　〈as＋原級＋as ...〉：「…と同じくらい～」 ➡４
　　He can run as fast as you （can）.　（彼はあなたと同じくらい速く走れます）

②　〈not as〔so〕＋原級＋as ...〉：「…ほど～でない」 ➡５
③　〈twice〔three times，half 〕 as＋原級＋as ...〉：「…の 2倍〔 3倍，半分〕の～」 ➡６
　　My house is half as large as that one.　（私の家はあの家の半分の大きさです）

　▶確認問題Ｂ 　（　）内の日本語を参考にして，　　に適する語を書きなさい。
⑴　I’m as 　　　　　　　 　　　　　　　 your sister. （同い年）
⑵　This chair is not 　　　　　　　 　　　　　　　 as mine. （高価でない）
⑶　My uncle is 　　　　　　　 　　　　　　　 heavy as I am.　（ 2倍体重がある）

①　〈比較級＋than ...〉：「…より～」の意味で， 2 つのものを比べて程度の違いを表す。➡７，８
　　Ken walks faster than his brother （does）.

　　【参考】　thanの代わりに toを使う語：prefer A to B 「 Bより Aを好む」など
②　〈much〔far〕＋比較級＋than ...〉：「…よりずっと〔はるかに〕～」と比較級を強調するときは，

muchまたは farを比較級の前に置く。差が小さいことを表すときは a littleを使う。➡９
　　【補足】　差を明示するときは，比較級の前に差を表す語句を置く。
　　　　　　Mike is two years older than John.　
　　　　　　（＝Mike is older than John by two years.）
③　〈Which〔Who〕 〜 比較級，A or B ?〉：「 Aと Bではどちらが～か」 ➡10
　　Who runs faster, Keiko or Yumi ?　（ケイコとユミではどちらが速く走りますか）
④　〈the＋比較級＋of the two〉：「 2 つのうちで（一方が）より～」の意味。➡11

　▶確認問題Ｃ 　次の文の（　）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。
⑴　My bike is （ new） than yours. 　　　　　　　　　　　　
⑵　The boy walked （ slowly） than his father. 　　　　　　　　　　　　
⑶　Who is （ tall）, you or your brother ? 　　　　　　　　　　　　
⑷　This dictionary is the （ useful） of the two. 　　　　　　　　　　　　

asより前にある語句と重複する部分は省略できる。

do〔does〕などの代動詞も省略できる。

４　This bag is as big as yours （is）.
５　I am not as〔so〕 tall as Tom （is）.
６　This pencil is twice as long as that one.

Key SentencesＢ　原級による比較

７　Ken walks faster than his brother.

８　This computer is more expensive than that one.

９　Your bag is much lighter than mine.

10　Which do you like better, soccer or baseball ?

11　This guitar is the better of the two.

Key SentencesＣ　比較級による比較
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1 〈規則的な比較変化〉　次の語を，⑴～⑷は比較級に，⑸～⑻は最上級に書きかえなさい。 2語に
なるものもあります。
⑴　high  　　　⑵　easy 　 　
⑶　hot  　　　⑷　wide 　 　
⑸　clever  　　　⑹　exciting　 　
⑺　famous　 　　　⑻　quickly 　 　

2 〈不規則的な比較変化〉　次の語の比較級と最上級を書きなさい。
⑴　good・well 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
⑵　many・much　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
⑶　bad・ill 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
⑷　little 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

3 〈比較変化が ２つある形容詞・副詞〉　〔　〕内の日本文に合う英文になるように，（　）内の語を適
する形になおしなさい。
⑴　The （ late） half of the game was exciting.　〔試合の後半は刺激的でした〕
 　　　　　　　
⑵　I came to school （ late） than usual.　〔いつもより遅く学校に来ました〕
 　　　　　　　
⑶　I don’t want to discuss it （ far）.　〔それについてこれ以上議論はしたくありません〕
　　 　　　　　　　
⑷　Don’t go （ far） than that.　〔そこより遠くには行かないで〕　 　　　　　　　

4 〈原級を使った表現〉　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　トムはジョンと同じくらい速く泳ぎます。
　　Tom swims as 　　　　　　　 　　　　　　　 John.

⑵　彼女は母親と同じくらい多くの靴を持っています。
　　She has 　　　　　　　 　　　　　　　 shoes as her mother.

⑶　その通りはこの通りほど狭くありません。
　　That street is 　　　　　　　 　　　　　　　 narrow as this one.

⑷　私のかばんはあなたのほど重くありません。
　　My bag 　　　　　　　 　　　　　　　 heavy as yours.

⑸　大阪は私の街の約 2倍の広さです。
　　Osaka is about 　　　　　　　 　　　　　　　 large as my city.

5 〈原級を使った文〉　次の英文を日本文になおしなさい。 

⑴　I get up as early as my mother.

　　（ ）
⑵　The man isn’t as old as he looks.

　　（ ）
⑶　This pencil is three times as long as that one.

　　（ ）
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1 次の文の（　）内に適する語句を選び，記号を○でかこみなさい。
⑴　I leave home （　　　　　） than my father.

　　ア　late イ　later ウ　latter エ　after

⑵　I’m younger than Tom （　　　　　） three years.

　　ア　by イ　on ウ　at エ　of

⑶　Mr. White came to school early today because the traff ic was （　　　　　） than 

usual.

　　ア　busier イ　heavier ウ　lighter エ　weaker

⑷　You became better at playing the guitar. ─ Thanks, but I don’t think I play it 

（　　　　　） as you.

　　ア　as best イ　as well ウ　as better エ　as good

⑸　This is the （　　　　　） best CD I’ve ever listened to.

　　ア　far イ　most ウ　much エ　very

⑹　Your garden is so beautiful.　I love it. ─ Well, the smaller the garden, 

（　　　　　） to take care of it.

　　ア　it is easier イ　it is easily ウ　the easier it is エ　the easily it is

⑺　It was almost noon, so I had only f ive more minutes （　　　　　）.
　　ア　at f irst イ　at last ウ　at least エ　at most

2 次の文の（　）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。
⑴　Naoto plays soccer the （well） in his class. 　　　　　　　　　　　　
⑵　That is the second （ tall） building in the village. 　　　　　　　　　　　　
⑶　I’m （well） today than yesterday. 　　　　　　　　　　　　
⑷　I haven’t read the （ late） half of the book yet. 　　　　　　　　　　　　
⑸　This bag is the （ expensive） of all. 　　　　　　　　　　　　

3 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 racket is not as new as yours.

　　My racket is 　　　　　　　 　　　　　　　 yours.

⑵
She is a scientist rather than a teacher.

　　She is not 　　　　　　　 　　　　　　　 a teacher as a scientist.

⑶
Nothing is more important than health.

　　Health is 　　　　　　　 　　　　　　　 important of all things.

⑷
The Shinano River is the longest river in Japan.

　　No 　　　　　　　 　　　　　　　 in Japan is longer than the Shinano River.

⑸
I have never read such an interesting story as this.

　　This is 　　　　　　　 　　　　　　　 interesting story I have ever read.

⑹
This box is just half the size of that one.

　　That box is just 　　　　　　　 as large 　　　　　　　 this one.
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１ 次の文の（　）内に適する語句を選び，記号を○でかこみなさい。 （ 2点× 9 ）

⑴　This swimming pool is （　　　　　） than that one.

　　ア　deep イ　as deep ウ　the most deep エ　deeper

⑵　Mary likes both cats （　　　　　） dogs.

　　ア　of イ　or ウ　but エ　and

⑶　John plays not only tennis （　　　　　） volleyball.

　　ア　or イ　but also ウ　and so エ　though

⑷　The writer’s new book isn’t as （　　　　　） as the last one.

　　ア　expensive イ　more expensive ウ　not cheap エ　cheaper

⑸　My sister eats （　　　　　） than I do.

　　ア　little イ　less ウ　as little エ　least

⑹　This cake is the most delicious （　　　　　） all.

　　ア　in イ　than ウ　of エ　from

⑺　Naoki runs （　　　　　） faster than his brother.

　　ア　very イ　much ウ　so エ　such

⑻　I made dinner so that my mother （　　　　　） a rest.

　　ア　takes イ　have taken ウ　will take エ　might take

⑼　Koji is （　　　　　） far the best player.

　　ア　in イ　of ウ　by エ　on

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。 （ 2点× 5 ）

⑴　彼女は最善を尽くしました。
　　She 　　　　　　　 her 　　　　　　　.

⑵　私が家を出るとすぐに，雨が降り出しました。
　　As 　　　　　　　 　　　　　　　 I left home, it began to rain.

⑶　彼のことを知れば知るほど，もっと彼のことを知りたくなります。
　　　　　　　　　 　　　　　　　 I know him, 　　　　　　　 　　　　　　　 I want to 

know him.

⑷　彼女が泣くのは当然です。
　　It is 　　　　　　　 　　　　　　　 she cries.

⑸　私はとても具合が悪かったので歩くことができませんでした。
　　I was 　　　　　　　 sick 　　　　　　　 I could not walk.

3  次の英文を日本文になおしなさい。 （ 5点× 2 ）

⑴　Smartphones are as useful as computers.

　　（ ）
⑵　I’ll give my sister advice that she should study abroad.

　　（ ）

　まとめのテスト ⑤
得点

� ／100
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4  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。 （ 4点× 7 ）

⑴
My bag is not as heavy as yours.

　　Your bag is 　　　　　　　 　　　　　　　 mine.

⑵
Mike had hardly heard the news before he called his friend.

　　Mike had 　　　　　　　 　　　　　　　 heard the news than he called his friend.

⑶
No other sport is more exciting than soccer.

　　Soccer is more exciting than 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　.

⑷
I have never read such an interesting book.

　　This is the 　　　　　　　 　　　　　　　 book that I have 　　　　　　　 read.

⑸
If Tom doesn’t come to the party, Judy will be disappointed.

　　　　　　　　　 Tom comes to the party, Judy will be disappointed.

⑹
That he won the f irst prize was wonderful.

　　　　　　　　　 was wonderful 　　　　　　　 he won the f irst prize.

⑺
This pencil is twice as long as that one.

　　That pencil is 　　　　　　　 　　　　　　　 long as this one.

5  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。 （ 4点× 6 ）

⑴　あなたとあなたのお兄さんではどちらが早く帰宅しますか。
　　（ comes / earlier / who / home / or / you / ,） your brother ?

　　  your brother ?

⑵　リーは怠惰だが，彼の友達はみんな彼のことが好きです。
　　（ is / though / Lee / lazy / all his friends / ,） like him.

　　  like him.

⑶　私の自転車は， 2 台のうちでより新しいほうです。
　　My bike is （ the / the / two / of / newer）.
　　My bike is  .

⑷　私は怒っているというよりむしろ悲しいです。
　　I’m （ as / angry / sad / so / not / much）.
　　I’m  .

⑸　アメリカ合衆国は世界で 3番目に大きな国です。
　　（ the / is / largest / in / the United States / country / third） the world.

　　  the world.

⑹　あなたは電車かバスか，どちらかを選ぶことができます。　
　　（ or / you / the train / choose / either / can） the bus.

　　  the bus.

6  次の日本文を，〔　〕内の語を使って英文になおしなさい。 （ 5点× 2 ）

⑴　上着を着なさい，さもないと風邪をひきますよ。　〔jacket，or〕
　　 

⑵　だんだん寒くなってきています。　〔and，getting〕
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