
比較の基礎・「一番～」（１）No.1

【１】次の各組の英文を下線部に気をつけて日本語に訳

しなさい。

1)a)Taro is a tall boy.

b)Taro is taller than Ken.

c)Taro is the tallest boy in his class.

2)a)My mother gets up ear ly.

b)My mother gets up ear lier than my father.

c)My mother gets up the ear liest in my family.

【２】日本文に合うように（ ）内の語を適する形にし

なさい。

1)問題１は５つの中で最も易しい問題です。

Question 1 is (easy) question of the five.

2)富士山は日本で一番高い山です。

Mt. Fuji is (high) mountain in Japan.

3)これはその店で一番良いカメラです。

This is (good) camera in the shop.

4)由美が８人の中で一番速く泳いでいます。

Yumi is swimming (fast) of the eight.

5)私は６人の中で一番熱心に教室を掃除しました。

I cleaned the classroom (hard) of the six.

6)東京では９月に雨が最も多く降ります。

In Tokyo we have (much) rain in September.

7)矢野先生は私達の学校の中で一番年上の先生です。

Mr. Yano is (old) teacher in our school.

8)これは３匹の中で一番小さい犬です。

This is (small) dog of the five.

9)さとるはクラスで一番遅く教室に入ってきました。

Satoru came into the classroom (late) in his class.

【３】次の各語の意味を言い、更に比較級と最上級を書

きなさい。

1)young

2)good

3)pretty

4)happy

5)hot

6)large

7)hard

8)big

9)much

10)short

11)late

12)long

13)well
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【１】

1)a)太郎は背の高い少年です。

b)太郎は健よりも背が高い。

c)太郎は彼のクラスの中で一番背の高い少年です。

2)a)私の母は早く起きる。

b)私の母は私の父より早く起きる。

c)私の母は私の家族の中で一番早く起きる。

【２】

1)the easiest（「子音字＋ y」で終わる単語は yを取って

iestをつけることに注意）

2)the highest

3)the best（good - better - the bestの不規則変化に注意）

4)the fastest

5)the hardest

6)the most

7)the oldest

8)the smallest

9)the latest

【３】

1)若い younger - the youngest

2)良い better - the best

3)可愛い prettier - the prettiest

4)幸せな happier - the happiest

5)熱い、暑い hotter - the hottest

6)広い、大きい larger - the largest

7)熱心に harder - the hardest

8)大きい bigger - the biggest

9)多くの more - the most

10)短い、背が低い shorter - the shortest

11)遅れて、後で later - the latest

12)長い longer - the longest

13)上手に、よく better - the best
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14)clean

15)early

16)many

【４】後の「 」内の日本語の意味になるように下線部

に適語を書き、全文を日本語にしなさい。

1)This is letter in the world.「一番短い手紙」

2)This is book of them all.「一番新しい本」

3)He lives in house in this town.「一番大

きな家」

4)What’s way to learn English?「最も良い方法」

5)That day Akira had money of the three.

「一番多くのお金」

6)In Japan February is month of the year.

「最も寒い月」

7)Ken plays soccer in his class.「一番上

手に」

8)Masao can run in his family.「一番速く」

9)Mayumi studied in her class.「最も熱心

に」

【５】( )に of か in の内、適する方を入れ、全文を日

本語にしなさい。

1)Mt. Fuji is the highest mountain ( ) Japan.

2)This is the smallest hat ( ) all.

3)Midori Park is the cleanest park ( ) this city.

4)Mike left school the latest ( ) the three.

5)Do you know the longest river ( ) America?

6)Keiko has the most telephone cards ( ) us all.

7)In Tokyo we had the most rain in September ( ) the

year.

【６】（ ）内の日本語を英語に直し、全文を日本語に

訳しなさい。

1)The Shinano is the longest river (日本で).

2)What’s the largest country (世界で)?

3)February is the coldest month (全ての中で).

4)My bag is the strongest one (５つの中で).

5)My mother gets up the earliest (私の家族の中で).

6)Keiko left school the latest (３人の中で).

7)This is the smallest apple (その箱の中で).
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14)清潔な cleaner - the cleanest

15)早く earlier - the earliest

16)多くの more - the most

【４】

1)the shortest これは世界で一番短い手紙です。

2)the newest これはそれら全ての中で一番新しい本で

す。

3)the largest 彼はこの町で一番大きな家に住んでいる。

4)the best 英語を学ぶのに最も良い方法は何ですか。

5)the most その日、明は３人の中で一番多くのお金を

持っていた。

6)the coldest 日本では２月が一年の中で一番寒い月で

す。

7)the best 健は彼のクラスの中で一番上手にサッカー

をする。

8)the fastest 正男は彼の家族の中で一番速く走れます。

9)the hardest 真弓は彼女のクラスの中で最も熱心に勉

強しました。

【５】in ＋（場所や団体名） of ＋(複数の名詞や数字

や all)

1)in 富士山は日本で一番高い山です。

2)of これは全ての中で一番小さい帽子です。

3)in 緑公園はこの市で一番清潔な公園です。

4)of マイクは３人の中で一番後に学校を出た。

5)in あなたはアメリカで一番長い川を知っています

か。

6)of 恵子は私達みんなの中で一番多くのテレフォンカ

ードを持っている。

7)of 東京では一年の内で９月に一番たくさんの雨が降

った。（「一年の内で」は of the yearとなることに注意）

【６】

1)in Japan 信濃川は日本で一番長い川です。

2)in the world 世界で一番大きい国は何ですか。

3)of all ２月は全ての中で一番寒い月です。

4)of the five 私のカバンは５つの中で一番丈夫なカバ

ンです。

5)in my family 私の母は私の家族の中で一番早く起き

る。

6)of the three 恵子は３人の中で一番後に学校を出た。

7)in the box これはその箱の中で一番小さなリンゴで

す。


