
6-2比較(2)      英2-6-ズ 1)

比較級 Iam tJにr than Tom 私はトムより背が高い。

躙 lam the tJた st of the three私 は3人の中で一番背が高い。

原級  lam as tJlas Bob私 はボブと同じくらい背が高い。

beaujfulや differentのように長い単語には er,estをつけずに
その単語の前に more,mostをつけて比較級、最上級にします。

Soccer is mOre popular than baseball

サツカーは野球より人気があります。

Soccer is the most popular in Brazil

ブラジルではサッカーはいちばん人気があります。

《more,mOstを つける形容詞・副詞の例》
:   beautful(美しい)difFcuL(難しい)difFerent〈違つた)

popubr(人気がある)htereing(おもしろい)famous(有 名な)

imp。咸ant(重要な)useful(役にたつ)exc面ng〈わくわくした)

英262(2)

1日本語にしなさい。

(1)This story is more interesJng than that one

(2)This question is mOre difFcult than that one

(3)This dictiOnary is the most useful of alL

(4)Which is mOre popular,tennis or table tennis?

(5)Who is the most famOus teacherin your school?

2( 】こ適する語を書きなさい。
(1)中 国語は英語より難ししヽ。

Chinese is(     )(         )(     )(      )

(2)この絵はあの絵より美しい。

This picture is(     )(       )(     )that One

(3)この物語は3つの中でいちばんわくわくしました。

Thb story was(  )(   )(     )(  )the three



i蘇   '鳳 = …
比較級 l am tJbr than TOm 私はトムより背が高い。

Iam the tJに st Of the three私 は3人の中で一番背が高い。
原級  I am as tJlas BOb私はボブと同じくらい背が高い。

beauJfulや difFerentのように長い単語には er,estをつけずに
その単語の前に more,mostをつけて比較級、最上級にします。

Socceris more popular than basebal!

サツカーは野球より人気があります。
Soccer is the most pOpular in Brazil.

ブラジルではサッカーはいちばん人気があります。

《more,mostを つける形容詞・副詞の例》
i   beaujftll(美しい)dittcut(難しい)difFerenく違つた)

popubr(人気がある)htereung(ぉもしろい)famous(有 名な)

imp。たant〈重要な)useful(役にたつ)exc面ng(わくわくした)

英262(2)

1日本語にしなさい。

(1)Ths story is more lnteresting than that one

②T‖ξ£留ξi4螢£奥i奪ふぶよ[盤 :ne
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(3)Tlls dcJonary ls the mOst usさ fu1 0f a‖
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er in your school?

′″■̂ザ後争 ′小́ ちヾ、′ん痢ん/」 ′げてみ、。
2( 】こ適する語を書きなさい。
(1)中国語は英語より難しい。

Chnese L(味。re )(よ∬icぃ 1イ )(lkαИ ){ EllrrL ).

(2)こ の絵はあの絵より美しい。

This picture is( n、 。γ′  )(beα計,↑仏| )( 仏
^.  )that one

(3)この物語は3つの中でいちばんわくわくしました。

This stOry was ( JЧ 2 )( 、oメ f   )(excll 、
,    )(  

。f)the three



よい、上手な

たくさんの

●不規則変化 英262(3)

詞の中には るものが

3( )に適する語を書きなさい。

(1)このカメラはあのカメラよりよい。

This camera is ( ) ( ) that one.

(2)彼女はクラスで一番上手に歌うことが出来ます。

She can sing ( ) ( ) in her class.

(3)彼は私よりたくさんの本を持つている。

He has ( ) books ( )I

●‖keを使つた比較級・最上級の文 英262(4)

① lke B beterthan A 「AよりBのほうが好き」

Ilike Eng!ish better than math

私は数学より英語が好きです。

the best of(in) A 「Aの 中でBがいちばん好き」

e soccer the best of ali sports

私はすべてのスポーツの中でサッカーが一番好きです。

like B

I lik

③  Which do yOu like better,A orB?
「あなたはAとBのどちらが好きですか。」

′ヽVhich do yot.::ke better,summer or winter?
「あなたは夏と冬では、どちらが好きですか。

→ I‖ke summer better「 夏の方です。」
人の場合には whchではなくwhoを使う

答えるときにも betterをつける。

②

better best

more most



よい、上

たくさんの

●不規則変イヒ 英262(3)

3( 】こ適する語を書きなさい。

(1)このカメラはあのカメラよりよい。

This camera is( Ь2+張「  )( 十k^n  )that One

(2)彼女はクラスで一番上手に歌うことが出来ます。

She can sing(lkマ  )( bes十   )in her class

(3)彼は私よりたくさんの本を持つている。

He has( トヘο re  )boOks( +、
^n )1

●lkeを使つた比較級・最上級の文          数 62(4)

(1)like B better than A 「AよりBのほうが好き」

Illke English better than math

私は数学より英語が好きです。

② like B the best OKin)A 「Aの中でBがいちばん好きJ

:like soccer the best of a‖ sporLs
私はすべてのスポーツの中でサッカーが一番好きです。

3)Which do you like better,A or B?
「あなたはAとBのどちらが好きですか。」

Which do you like better,summer or winter?
「あなたは夏と冬では、どちらが好きですか。

→ Ittke sumrner bet■ er「夏の方です。」
人の場合には wnchではなくwhoを使う

答えるときにも betterをつける。

bad



4英文に直しなさい。                英262(D

(1)私はコーヒーより紅茶が好きです。 コーヒーcoree

(2)あなたは英語より数学が好きですか。

(3)彼はすべての動物の中で猫が一番好きです。 動物れmJs

(4)あなたは野球とサッカーでは、どちらが好きですか。

(5)“)の間に対して サッカーの方が好きです。

5次の質問にあなた自身の立場で答えなさい。
(1)Do you like dogs better than cats?

(2)Which do you‖ke better,apples or oranges?

(3)Which season do you‖ ke the best?

英262(6)

●その他 いろいろな表現

① 比較の強調→比較級の前にmuch(ずつと)を入れる
This book is much。 lder than that one

日本文に→

② ―■mes as～ as… 「 ‐̈の一倍の～」
This park is three tirles as large as that park

日本文に→

③ ― years+比較級 +than～ 「～よリー歳…」
He is four years older than I

日本文に→

④ one of～ 「～のうちの1つ」

Tokyo is one of the biggest cities in the world

日本文に一

⑤ 比較級 +than any other単数名詞「ほかのどの～よりも」
Ken is ta‖ er than any other bOy in his class

日本文に一

262終了



4英文に直しなさい。
(1)私はコーヒーより紅茶が好きです。 コーL― cotteじ

L hV" J"^ f.-l+., +1,,.^^ rof-fpz
(2)あなたは英語より数学が好きですか。

2

(3)彼はすべての動物の中で猫が一番好きです。 動物・ ln輛 .

Hて lit′ ダぐれ ■k`ふ ?ぐ十 。fへ ll a^,ぃガ
`(4)あなたは野球とサッカーでは、どちらが好きですか。

(5)(4)の 間に対して サッカーの方が好きです。

L   ltlこ で   。ゞこce´   :●+卜でr

5次の質問にあなた自身の立場で答えなさい。
(1)Do you‖ ke dogs better than cats?

(2)Which do you‖ke better,apples Or oranges?

(3)Which season do you‖ ke the best?

糞262(6)
●その他 いろいろな表現

① 比較の強調→比較級の前にmuch〈ずつと)を入れる
This book is much。 lder than that one

日本文に一こ̀
″

)`摯 α″′り ずレし
`ス

・
② ―jmes as～ as… 「…の一倍の～J

This park is three times as iarge as that park

日本文に→ヽ̂′ al,派 へ伝口^,イ
tへ ゑ′てイ

③ ――years+比較級 +than～ 「～よリー歳…」
He is four years Older than i

日本文に→ィ晩|,名′ソ午歳 ″′て'チ

④ oneof～ 「～のうちの1つ」
Tokyo is one of the biggest cities in the worid

日本文に一夕11,/Lr猾 。ゑもズブ″/`″ ^う
ちalっ rチ .

⑤ 比較級 +than any other単数名詞「ほかのどの～よりも」
Ken is taller than any other boy in his ciass

日本文に→ヶァ1ダ クタズol夕′、
^ヽ

‐ヘウ身′ノレfバら4

2-6-2糸冬了

英262(5)
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9



2各組の文がほぼ同じ内容になるように、( 】こ適する語を書きなさい。

(1)I I‖
13yearsld,and Tや、

iS 13 y;「

i。|:°

(2)| 
‖::[111:]1:rifamoustl]lanyOther)鷲 li::inilnlilili

補充問題A 英262A(1)

1次の文の__に、( )内 の語を適する形になおして書きなさい。
2語になるものもあります。

(1) My car is

(2) This is the

than yours. (new)

(3)She‖ kes basketba‖

park in Japan. (famous)

than tennis. (well)

(4) Who got up the

(51 I hrs movre rs

in your family? (early)

than that one. (interesting)

3( 】こ適する語を書きなさい。           英2 6 2Ala

(1)日 本ではサッカーは野球と同じくらい人気があります。

Soccer is(    )(         )(     )baseba‖ in」 apan

(2)この物語はあの物語よりおもしろい。

This story is(     )(         )(     )that one

(3)あなたは東京と大阪ではどちらが好きですか。

(      )do you‖ ke(      ),Tokyo(   )Osaka?

(4)あなたは私にとって一番仲の良い友だちです。

You are(   )(    )friend for me

(5)この町はすべてのなかで一番美しい。

This city is(     )(      )(          )of alL

(6)ケンは私よりずつと上手に泳ぎます。

Ken swims(    )〈      )than l
(7)あなたは何のスポーツが一番好きですか。

(    )sport dO you‖ ke(    )(     )?



英 2-62A(1)

1次の文の__に、( )内 の語を適する形になおして書きなさい。
2語になるものもあります。

(1)My caris  nc,ガ ′r  than yours(new)

(2)This is the park in Japan. (famous)

(3)She‖ kes basketba‖ 6ι ll。 に than tennis. (well)

(4) Who got up the € ^rl; ?s I in your family? (early)

(5)This movie ls tt οra  l、 1、 reFil〕弁__――than that one (interesting)

2各組の文がほぼ同じ内容になるように、( 】こ適する語を書きなさい。

(1){11131:arsttlirT畷
に
llyTl「

②
{脆聯:願 i翼ftWiITちⅧ∬l鵠

3( )に適する語を書きなさい。           英26-2A(a

(1)日本ではサッカーは野球と同じくらい人気があります。
Soccer is( α,  )(  loP゛ lar  )(  ^5  )baseball in」 apan

(2)この物語はあの物語よりおもしろい。
Ths sto″ L(な oレぞ )(lへ九ィ′

`ll′ )(私くИ)that one

(3)あなたは東京と大阪ではどちらが好きですか。

( 、ジヽ:。 k )do you like( ЬιI・ィン́ ),TOkyo(  o● )Osaka?

(4)あなたは私にとつて一番仲の良い友だちです。
You are(■ 2)(Ьο sす )friend fOr me

(5)この町はすべてのなかで一番美しい。
Ths city b(十人2)(卜。,十 )(bマ α計it l)。f JL

(6)ケンは私よりずっと上手に泳ぎます。
Ken swims(パt訪 )( あz社レ)than I

(7)あなたは何のスポーツが一番好きですか。

(レ k計⊃sport do you lik。 (十 k・ )(卜 2sナ )?



補充問題B 英262B(1)

1次の日本文に合う英文になるように、( )の語句を並べかえなさい。
(1)あなたはトムと同じくらい速く泳げますか。

(Tom/you/fast/as/as/can/swim/?)

(2)今 日は昨日よりずつと寒い。
(today/yesterday/cOlder/is/much/than/it/ )

(3)私はすべての教科の中で英語が一番好きです。
(a‖ /Eng‖ sh/best/1ike/the/the sub」 ects/1/of/ )

(4)お金はすべてのうちで一番大切なものですか。

(thing/a‖ /most/money/is/important/the/of/?)

(5)彼女は日本でもつとも有名な歌手の一人です。
(of/in/the/is/she/singers/one/famous/」 apan/most/ )

糞262B(2)

2次の英文を読んで、その内容についての(1)～ (4)の対話が
成り立つように( )に適する語を書きなさい。

Toshio is ifteen years old

Yoshiko is eighteen years old

Tom is ten years old

Bob is ifteen years old

(1)  1::得
:li:‖inldi:よlξlYoshiko;than Yoshiko

(2)  ::|{lil:(     )(         )°
f the fOur?

(3)  ::l]:よ
S:|:1lerthal:::is。

lder than BOb

3英文に直しなさい。
(1)私の父は母よりゆつくり話します。 ゆっくり0鋼 y

(2)この本は5冊の中でいちばんおもしろかった。



( Tom ,/ you / fast / as / as / can / swim/ ? )

(today/yesterday/c。 lder/is/much/than/it/ )

弓Fll:そ::i7ギ′i:ギ[ラピ暮ζI点:≒曇;岸J:そ|メ1墜

聖==y`・1堕
`L%/(3)私はすべての教科の中で英語が―

(a‖ /Eng‖ sh/best/‖ ke/the/the subJects/1/Of/ )

(4)お留 Jittttヌ呈ど1き型醤づき晩π綺委:更≦
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補充問題B 英262B(1)

1次の日本文に合う英文になるように、( )の語句を並べかえなさい。
(1)あなたはトムと同じくらい速く泳げますか。

CtA 4 "t",i- ^r f^r へ, ~T。 ハ  ?
(2)今 日は昨日よりずっと寒い。

(5)彼女は日本でもっとも有名

…
ぽ `■

‐

^ da

英262B(2)

2次の英文を読んで、その内容についての(1)～ (4)の対話が
成り立つように( )に適する語を書きなさい。

Toshio is fifteen years old-
Yoshiko is eighteen years old.
Tom is ten years old.
Bob is fifteen years old.

A : Is Toshio older than Yoshiko?

B : No, he isn't. He is ( y,"y,r ) than Yoshiko.

A:Whois( +hr )( y,*"jesT) ofthe four?
B:TOm is

(3)  :11]:よ
S:|:1liキ

il];:::is。 lder than Bob

3英文に直しなさい。
(1)私の父は母よりゆっくり話します。 ゅっくりOo口y

(2)この本は5冊の中でし ばんおもしろかった:

h′ で

(1)

(2)

(thing/a‖ /most/money/1s/important/the/of/?)

(of ,/ in / the / is,/ she / singers,/ one / famous / Japan / most / .)

'f 
l.'; t e   nt o )hiレ e


